
ＮＯ． COC+大学名 頁 ＮＯ． COC+大学名 頁

1 室蘭工業大学 p.1 22 滋賀県立大学 p.22

2 弘前大学 p.2 23 神戸大学 p.23

3 岩手大学 p.3 24 奈良女子大学 p.24

4 秋田大学 p.4 25 和歌山大学 p.25

5 東北学院大学 p.5 26 岡山県立大学 p.26

6 山形大学 p.6 27 広島市立大学 p.27

7 福島大学 p.7 28 鳥取大学 p.28

8 茨城大学 p.8 29 島根大学 p.29

9 宇都宮大学 p.9 30 山口大学 p.30

10 共愛学園前橋国際大学 p.10 31 徳島大学 p.31

11 千葉大学 p.11 32 香川大学 p.32

12 新潟大学 p.12 33 愛媛大学 p.33

13 富山大学 p.13 34 高知大学 p.34

14 金沢大学 p.14 35 北九州市立大学 p.35

15 福井大学 p.15 36 佐賀大学 p.36

16 山梨大学 p.16 37 長崎大学 p.37

17 信州大学 p.17 38 熊本大学 p.38

18 岐阜大学 p.18 39 大分大学 p.39

19 静岡大学 p.19 40 宮崎大学 p.40

20 三重大学 p.20 41 鹿児島大学 p.41

21 京都工芸繊維大学 p.21 42 琉球大学 p.42

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）
平成２７年度　実施状況報告書より　進捗状況の概要（全事業分）
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（COC+大学名：室蘭工業大学、事業名：「ものづくり・人材」が拓く「まち・ひと・しごとづくり」） 

進捗状況の概要 

〇事業実施体制 

室蘭工業大学内において、本事業を統括する学長をトップとした全学的組織「COC+本部会議」、社

会連携、教育、研究、キャリア・サポート関係教員と事務局が構成員となり、COC+推進に関する企画

立案を行う「COC+コアメンバー会議（教育改革チーム、地域協力・研究企画チーム、広報・渉外チー

ム）」、事業に関する実務を行う「地（知）の拠点推進室」及び「COC+札幌連絡所」を設置し、全学体

制での事業推進体制を構築した。また、COC+推進コーディネーター１名、非常勤コーディネーター１

名を採用し、それぞれ、地（知）の拠点推進室、COC+札幌連絡所において、参加校、事業協働機関等

外部との窓口となり、外部との連携を進め、併せて、商工会議所や中層企業を訪問し、そこで得た地

域社会のニーズを北海道 COC+コンソーシアム協議会等において提供、協議を行い、地域就職率向上、

地域へのインターンシップ拡充、雇用の創出等に係る各種施策への反映を行った。 

魅力ある就職先や雇用を創出・開拓するために室蘭工業大学及び COC+参加校、地方公共団体との間

で、「北海道における雇用創出・若者定着に係る協定」を締結した。 

産学官金のオール北海道体制である北海道 COC+コンソーシアムを創設し、コンソーシアム内に参加

校、事業協働機関による北海道 COC+コンソーシアム協議会（協議の場）を立ち上げ、協議会を２回開

催し、事業協働機関との役割分担及び連携体制の明確化を図った。更に北海道 COC+コンソーシアム協

議会において決定した計画等を具体に進める北海道 COC+コンソーシアム実務者会議を立ち上げ、２回

開催し、域内の課題解決に向けて事業を推進した。 

〇カリキュラム改革・地域が求める人材教育システムの構築 

 地（知）の拠点整備事業選定大学等の先進的な教育プログラムや学生参加型の先行事例を調査した

うえ、北海道地域の特性を理解した地域産業を担う高度な地域人材を育成するため、室蘭工業大学に

おいて、平成２８年度入学生向けに地方創生推進教育プログラムを構築した。 

 また、視聴覚に訴える効果的な地域教育・地域課題教育（地域対応型アクティブラーニング）を実

施するための ICT 教育システムを各校に整備したほか、北海道内の各教育機関が互いに連携をとり、

それぞれが有する教育プログラムを活用し、北海道が必要とする人材を育成するために、室蘭工業大

学、北見工業大学において遠隔授業のためのテレビ会議システムを整備した。 

 企業の技術革新、新規事業創出を支援する目利き人材を育成するために、金融機関職員を対象とし

た「ものづくり目利き塾」を開催した。 

〇地元就職に係るイベント・広報関係 

学生に地元企業の魅力を伝え、学生への就職への動機付けを行うため、学生を対象としたビジネス

EXPOの見学会、北海道と連携した地元企業の見学会、企業説明会を行ったほか、教職員が地元企業の

実態を把握し、今後の学生向け企業見学会の企画、実施に向けての知見を得ることを目的に、教職員

を対象とした地元企業見学会を旭川市、釧路市で行った。 

事業の取組みを広く周知し、COC+事業への理解を深めるために、事業紹介パンフレットを作成・配

付したほか、事業のキックオフイベントとして、３月に札幌で COC+事業発足記念シンポジウムを開催

し、それに併せて、室蘭工業大学の自己財源により、北海道新聞の一面に地方創生の取組みを掲載し

た。 

その他、札幌市、苫小牧市、釧路市、旭川市において地元企業や学生が参加する、COC+フォーラム、

セミナー等を開催した。
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（COC+大学名：弘前大学、事業名：オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業）

進捗状況の概要 

 平成 27年度に COC＋事業の採択を受け、初年度はまず組織体制づくりを中心に以下のような取組を

行った。 

(1)事業実施体制の基盤整備

弘前大学長を機構長とする青森 COC＋推進機構を設置し、オール青森の体制で事業協働地域である

青森県内を活性化する体制を構築した。平成 27 年 11 月に開催した第１回青森 COC＋推進機構総会で

は、９大学の学長と１高等専門学校の校長及び、青森県知事、青森市・八戸市・弘前市・むつ市の４

市長が一堂に会し、事業協働機関が連携体制をつくり、円滑かつ効果的に事業を進めていくことを確

認した。 

事業の実施にあたり、県内に青森・弘前・八戸・むつの４つの地域ブロックを設定し、各ブロック

にブロックコーディネーターを置いて学生の県内就職や起業を支援する体制を構築した。また、青森

県が産業化に力を入れる食（アグリ）・自然エネルギー(グリーン)・医療（ライフ）・観光(ツーリズ

ム)の４分野において大学のシーズを活かした雇用創出を進めるため、各分野にプロジェクトマネー

ジャーを置いて、同じ分野に強みを持つ機関が県内横断的に連携してプロジェクトを実施する体制を

構築した。これらブロック事業や雇用創出連携プロジェクトの進捗管理と事業協働機関相互の連絡調

整を行うため、県内全体を管理する COC＋推進コーディネーターを配置した。 

(2)学生の県内就職・起業支援の取組

学生の地元就職・起業を支援する取組として、これから就職活動をする学生の県内企業に対する認

知度を上げるために、各ブロックにおいて企業説明会等を開催した。また、起業支援コンサルタント

を招いたシンポジウムを実施するなど、学生の地元就職の意識を高める取組を行った。 

実施にあたっては、ブロックリーダー校とブロックコーディネーターが中心となり、ブロック会議

を開催して事業の検討・企画を行った。 

(3)雇用創出を進めるための取組

雇用創出については、各プロジェクトマネージャーが中心となり、大学発新産業の創出を目指して

各大学が有する強みを精査するなど、今後のプロジェクトの方向性について検討を行った。これに加

え、いくつかの先行する分野では、世界自然遺産白神山地から採取・分離に成功した酵母(白神酵母)

を利用した清酒の試作(アグリ分野)や、市民と協働した観光コンテンツの作成(ツーリズム分野)な

ど、今後の発展につながり得る取組もみられた。 

(4)教育プログラムの検討・策定

教育プログラムの構築にあたっては、教育プログラム開発委員会を設置するとともに、受入企業側

と学生が共に成長する「共育型インターンシッププログラム」、女子学生の県外流出に歯止めをかけ

る「女子学生のキャリア支援プログラム」、学生のベンチャーやスモールビジネスを支援する「起業

実行プログラム」の３つのテーマでワーキンググループを設置し、各主査校を中心に、今後の具体的

な活動に向けての基本的な方向性等を検討した。平成 28 年２月には教育プログラム開発委員会を開

催し、各ワーキンググループの進捗状況を確認した。 
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（COC+大学名：岩手大学、事業名：ふるさといわて創造プロジェクト ） 

進捗状況の概要 

１ 組織体制の整備 

 岩手大学内に COC 推進室を設置し、12 月 1 日付けで COC+推進コーディネーターを雇用 するととも

に 事務職員 1 名を配置 し、体制の整備に着手した。インターンシップ及び起業家人材を担当するス

タッフについては公募採用することとし、3月に起業家人材担当教員が着任 した。岩手県立大学にお

いても 11月から順次スタッフを雇用し、12月に地域創造会議、COC+推進委員会及び COC+推進室を設

置して体制を整えた。 

 2月 17日に事業協働機関 33機関が参加した「ふるさといわて創造協議会」を立ち上げ、運営委員

会を設置するとともに、その下に「ふるさといわて創造部会」、「教育プログラム開発部会」を設けた。 

２ いわて創造人材の育成に向けた取り組み 

 岩手大学では「地域」に関する科目の体系的配置を進めたほか、COC事業と連携して PBL教育の FD

研修を全 4コースで実施 した。 

岩手県立大学では平成 28 年度に開設する副専攻「いわて創造教育プログラム」及び当該プログラ

ムを構成する「いわて創造入門」「いわて創造学習」をはじめとした新規地域志向科目について授業

計画の作成等の開講準備を行ったほか、学内公募の 4団体が 地域創造 IPU-eプロジェクトを実施 し、

2月 15日に報告会を開催した。このうち地元企業とのコラボレーションにより新商品の企画を行った

1団体については、社会人基礎力育成グランプリ北海道・東北大会に出場し活動を報告した。 

一関工業高等専門学校及び富士大学では、各 28年度新規開設科目「地域創造学」、並びに「地域創

生論」「地域金融論」「起業家育成とファイナンス」の開設準備を進めた。 

３ 地域定着に向けた取り組み 

岩手県内参加大学などのインターンシップの取組み状況を調査し、共通化や拡充に向けた検討を実

施した。また、NPO法人が主催する「IWATE実践型インターンシップ」を平成 28 年度から本事業と連

携して実施し、域外の学生を岩手に呼び込むため首都圏の協力大学を訪問し参加学生を募るなど、多

様な形態によるインターンシップの展開に向けた各種の準備を実施した。 

岩手県中小企業団体中央会は「地元企業を知ろう！業界研究プロジェクト」、「いわて中小企業合同

就職説明会」を実施 するとともに、事業開始前に実施した「若者向け地元企業を知ろう！プロジェク

ト」、「いわてキラリ企業ガイドブックの作成」などの次年度の実施に向けて大学側と調整を行った。

４ 雇用創出に向けた取り組み 

 岩手県からの委託事業として学生のアントレプレナーシップの形成を図る「ふるさといわて起業家

人材育成道場」事業を 28 年度から実施 することとし、28 年 10 月からの実施に向けて事前準備を開

始した。 

５ NPO等との連携調査 

「いわて創造人材」や「起業家人材」が地域に入って多様なインターンシップ活動を推進するため

の連携体となり得る NPO や企業との連携可能性を探るため、「NPO 等外部連携可能性調査」を委託実

施 した。 

６ 広報活動 

 3月 7日に COC+キックオフフォーラム「ホンネを語る場～学生のホンネを知って地元採用につなげ

よう～」を開催し、この結果を地元新聞社との連携により 3 月 27 日の地元紙朝刊に見開き 1 面に掲

載 した。HPによる周知として、岩手大学では COC及び地域連携推進機構の HPを活用して取組状況を

紹介したほか、岩手県立大学では専用の HP を開設して周知を図った。また、岩手大学でプロジェク

ト全体のパンフレットを、岩手県立大学では COC認定校としての取組を紹介するパンフレット作成し

配布した。そのほか、事業協働機関構成員に COC+の取組を紹介する ニュースレターを作成・配布 し

た。1号はプロジェクトの立ち上げ、2号はキックオフフォーラムの内容とした。 
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（COC+大学名：秋田大学、事業名：超高齢・人口減社会における若者の地元定着の促進と若者の育成） 

進捗状況の概要 

「学生の県内就職率 10％アップ」を目指し、各校がそれぞれの推進体制を整備するとともに、参加

大学や秋田県、経済団体等との協働により、「3本の柱」による取組を進めました。 

「第 1の柱」は「秋田おらほ学」の展開であり、各大学の特徴に即した、ふるさと秋田についての

魅力を伝える体制を整え、地域アイデンティティーを持つ学生を育成する取組です。 

秋田大学では、平成 26年度からスタートした教育文化学部地域文化学科（100名）が 2年目を迎え、

地域を体験的に理解するための「ＣＣ：コア・カリキュラム（フィールドワークと地域連携）」を構

成する「地域学基礎」、「地域社会基礎ゼミ」実施などにより、地域現場の分析力に優れ、「改善」を

企画提案できる現場実践人の養成を進めるとともに、「地域連携プロジェクトゼミ」のパートナー企

業の確保を進めました。 

秋田県立大学においては、平成 29 年度から全員必修となる「あきた地域学課程」実施に向け、既

存授業での試行とともに、同課程で導入予定のフィールドワーク研修を 2自治体（美郷町・三種町）

で実施し、地域課題への理解を深めました。 

秋田工業高等専門学校においては、各学科に 2名以上の地方創生担当教員を配置し、翌年度開講の

地域史や地域産業の授業準備を進めるとともに、ＣＯＣ＋講演会、ＣＯＣ＋研究会を計 4回実施して

います。 

「第 2の柱」は地元企業群との連携による就業支援であり、各大学においてインターンシップの取

組や県内企業とのマッチングを強化しています。 

秋田県立大学においては、新たなインターンシップの一形態としての「ジョブシャドウイング」の

試行と制度設計を民間企業との連携によって実現させ、本年度からの本格的な実施への道筋を着ける

ことができました。 

また、秋田県が策定した「あきた未来総合戦略」において雇用創出を目指す「5つの成長分野」（航

空機、自動車、新エネルギー、医療福祉、情報関連）の企業を訪問し、翌年度以降におけるジョブシ

ャドウイング等の受入を依頼し、平成 28年度は新たに 10社以上で実施の見込みです。 

秋田工業高等専門学校においては、データに基づくコーディネート活動につなげるため、講演会の

事前、事後にアンケート調査を実施し、企業が知りたい学生情報の解析を行っています。 

「第 3の柱」は交流人口の拡大や助け合い社会構築のモデルづくりです。 

秋田大学では、地域の交流人口の拡大に向け、男鹿市との連携により、首都圏大学に対する「スポ

ーツ合宿の誘致」に取り組み、平成 28 年度には大学フェンシング部の合宿を誘致することができま

した。また、県外大学からの教育実習誘致に向け、受入体制等について東成瀬村との協議をスタート

させました。 

助け合い社会構築については、県内 6 大学の学生を対象にした「聞き書きボランティア養成講座」

（2 回）を開催し、学生たちがコミュニケーション能力を高める手段としての「聞き書き」のスキル

を学ぶとともに、地域住民から直接話を聞き、作品集にまとめる過程を通じて、学生の地域への関心

を深めることができました。 

また、高齢者の認知症予防に効果のある「コグニサイズ運動」の普及のため、秋田大学の教員が「国

立長寿医療研究センター」での指導者研修を受講するなどの事前準備を進め、平成 28 年度から東成

瀬村をフィールドに本格的に普及活動を実施しています。 
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（COC+大学名：東北学院大学、事業名：みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成）  

進捗状況の概要 

 「みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成」事業（以下、本事業）の平成 27 年

度における計画（申請書記載）と進捗状況の概要を以下に示す。 

 各種会議体構築、協議開始

 本事業の意思決定機関であり、事業協働機関の関係者が参加する「地域協働教育推進機構機構

会議」をはじめ、事業運営を担当する各部会を設置。参加大学の教職員を中心に運営を開始した。

また、部会間の調整を図るため、「地域協働教育推進機構運営会議」を設置し、定期的な開催を

行うことを決定している。 

 地域高度人材指標の検討着手

 宮城教育大学を中心とした「地域高度人材指標開発・評価部会」において、事業協働機関であ

る大学、自治体及び企業関係者間で検討を開始した。 

 機構所属コーディネーターの選任

COC+推進コーディネーターとして特任教員 5名、職員 2名を選任した。 

 機構事務局設置、連携機関からのコーディネーター受け入れ

 東北学院大学内に事務局を設置（事業協働機関からのコーディネーター受け入れは平成 28 年

度 4月）。 

 単位互換コア科目、相互連携科目の準備

「教育プログラム開発部会」において、平成 28 年度開講の単位互換コア科目の準備（シラバ

ス、教材、教員配置）を完了（平成 28 年度前期より東北学院大学から実施することを決定した。

また、各大学への展開を視野に入れるとともに FD/SD を兼ねる形で授業参観[授業へのフィード

バックを含む]を認めた）。また、「単位互換部会」において、各大学間で実質的な単位互換を行

うための検討を開始した。 

 県内中学・高校に対する地域型キャリア教育実践モデルの準備

「高大連携部会」において、地域型キャリア教育実践モデルについて議論をすすめる一方、宮

城県、宮城県教育委員会、宮城労働局、東北経済産業局、宮城県中小企業家同友会と「キャリア

教育・志教育推進に関する覚書」に調印し、本事業と中等教育の接続をすすめることとなった。 

 共同キャリア支援の試行

「共同キャリア支援部会」において、共同キャリア支援の試行プログラムとして「みやぎ県南

地域企業研究会」を開催し、企業 5社、学生 89名が参加した。

 FD/SD研修会の共同実施

 平成 27 年度中は実施できず。「FD/SD 部会」において、平成 28 年度からの FD/SD 研修会の実

施に向けた企画検討を開始した。平成 28年度 10月現在で６回実施。 

 企業支援体制の確立

平成 27 年度中に「企業支援部会」を中心に、事業協働地域内の中小企業の持続性のある経営

を図る上で課題となっている人材確保に対応するため、人材定着支援を含んだ「創造的インター

ンシップ」の試行を平成 28年度から実施することを決定した。

 事業紹介ウェブサイト、パンフレット作成

 パンフレットについては、平成 27 年度中に作成し、事業協働機関を中心に配布した。また、

平成 27年度中に開設したウェブサイトでは、事業の進捗を適宜広報している。 

 地域協働教育シンポジウムの開催

平成 27年度中には、開催できず。平成 28年 10月に開催した。 
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（COC+大学名：山形大学、事業名：協働・循環型「やまがた創生」人材育成事業） 

進捗状況の概要 

【事業の進捗状況】 

本事業は、全学・全県を挙げて、人材育成と地方創生を目指すものである。そのために、全県の代表

者が集まるやまがた創生戦略協議会（平成 27年 11月 16日実施）で事業計画を立て、教育課題の収集・

解決策の提案（FD・SD を兼ねる）、学生と地域のマッチング、地方創生事業の展開などを目的とした協

働人材育成部会を県内各地で実施してきた。明らかとなった課題、課題を解決しうるグッドプラクティ

ス事例を教育プログラム開発委員会（平成 28 年末に実施予定）に上げ、山形大学の教育改革、山形全

体の人材育成・地方創生事業へ反映していく。 

【コーディネーターの配置】 

山形は大きく４地域

（村山・置賜・庄内・

最上）に分けられる。

地域によって課題が異

なる。そこで各地域を

担当するコーディネー

ターが配置され、それ

ぞれが事業の円滑な推

進を担当している 

【地方創生事業との連携】 

COC+事業の目標を達成するためには、地方公共団

体が展開する地方創生事業との連携が不可欠であ

る。県内各地で、COC+と連携した地方創生事業が展

開している。 

 自然・文化と最先端科学技術が融合するまちづ

くり事業（平成 27年度飯豊町/山形大学）

 市民コミュニティー施設「ワーキングスペース

ＵＮＤＥＲＢＡＲ」の設置・運営

（平成 27年度酒田市/東北公益文科大学）

【地域理解授業の促進と成果】 

山形県は公共交通網が整備されていない。地域を理解するための PBL教育のためには、借り上げバス・

タクシーなどによる学生の移動が不可欠である。COC+事業予算を活用して、以下のように学生の地域理

解授業を促進している。 

実施件数/参加人数（山形大学） 実施件数/参加人数（参加大学） 

平成 27年度 31件/443人 15件/125人 

平成 28年度（11/25現在） 126件/3930 人 45件/475人 

地域と連携した授業の成果として以下のようなものが挙がってきている。 

 学生提案による観光商品の提案（HIS社と連携/上山市）

 学生による市の振興計画ダイジェスト版作成（上山市）

 学生による地域資源マップと活性化プランの作成（長井市）

【今後の課題・実施事項】 

 山形大学および参加大学で教育プログラムを開発し、グッドプラクティスを全学・全県的に展開す

る。そのためのカリキュラム改革を教育プログラム開発委員会で実施していく。

 県の教育委員会と連携して、県内高校生の県内大学への進学を促進していく。奨学基金の設置を目

指していく。

 事業の継続のために、自治体・企業等と連携して寄附講座の設置を目指す。

 地元就職率 10％増を目指す（山形大学の実績：平成 26年度 25%→平成 27年度 26.3%）
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（COC+大学名：福島大学、事業名：ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成の展開 ） 

進捗状況の概要 

【総論】 

 平成 27年度においては、「ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成の展開」をモデル化し、原子

力災害から地域再生をめざす人材育成と地域の担い手育成を達成するために、特に①事業実施体制の

構築、②「ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成会議」（協議の場）（以下、「人材育成会議」と

いう。）を開催し、目標達成に向けた事業方針の策定、③COC+事業推進委員会（「教育プログラム開発

委員会」の機能を持つ委員会）（以下、「事業推進委員会」という。）の開催により、事業協働機関と

の共同事業の具体化、及び④事業協働機関と連携し、地元企業の協力による「キャリアサポーター制

度」（計画調書の「キャリアアドバイザー」を「キャリアサポーター」に名称変更）の創設準備、⑤

次年度福島大学で初めて実施予定のワンデイ・インターンシップの受入企業開拓に注力した。 

【具体的状況】 

 平成 27年度は、本事業推進にあたっての体制整備と事業を具体的に進めるための準備を進めてき

た。事業推進に向け各界に参画を呼び掛けた結果、１２機関の参画を得て１３機関による協働事業と

なった。１３機関の代表による人材育成会議を開催し（2/9）事業方針を策定するとともに、事業推

進委員会を設置し、計３回の委員会開催により、具体的な事業内容について協議・検討を進めてきた。

また、2/9にはキックオフシンポジウムの開催ならびに福島県と高等教育機関４校による協定締結を

行った。COC+大学内においては、副学長をはじめ、各学類担当教授ならびに就職支援室などの関係部

局職員によって構成する福島大学 COC+推進室（室長は副学長）を設置し、計４回の開催により、本学

の教育プログラム開発ならびに平成 28年度からの展開について協議を重ねてきた。 

福島大学では、総括コーディネーター、地域コーディネーターならびに契約職員（事務職員）、事

務補佐員の公募・選定を実施し、1月から事務補佐員１名、2月から契約職員 1名を採用・配置した。

総括・地域コーディネーターについては、数回の公募実施の結果、平成 28年 4月よりそれぞれ１名

ずつの採用・着任が決定している。東日本国際大学では、いわき地区を担当する地域コーディネータ

ー1 名を 11月より採用・配置した。 

 COC+大学の具体的な事業推進においては、教育プログラム「ふくしま未来学」のコア科目、ならび

に「放射能教育」の e-learningデジタルコンテンツ教材の作成、またインターンシップ（ワンデイ・

インターンシップ）の受入れ先の選定や受け入れ依頼を進めるなど、次年度以降の本格運用に向けて

の整備を進めてきた。 

さらに、「キャリアサポーター制度」の創設においては、第１弾の推薦依頼・募集を実施し、依頼

先約 300社の中から 50名のキャリアサポーターの推薦を得た。また、推薦されたキャリアサポータ

ー対象の研修会を実施し、制度への理解を深めるとともに、今後の学生との相談・アドバイスを実施

する上でのスキルを修得いただいた。第１回目の研修会（3/5）には、計 35名のキャリアサポーター

が参加した。キャリアサポーターの推薦依頼に対する反響は大きく、若者の地元定着・雇用促進のた

めの同制度に対する企業の期待を感じることができた。 

そのほか、地方創生の取組やキャリア支援の先進地域である氷見市、金沢大学、金沢工業大学を視

察し、それぞれの取組を教示いただくとともに意見交換を実施した。 

また、今年度の取組に対しての外部評価を実施し、今後の事業推進に向けて貴重なご意見を得た。 

平成 27年度においては、福島大学や教育機関のみならず、オール福島の視点で本事業に取り組んで

いくために地元企業など地域との連携を深めながら、平成 28 年度からの本格的事業展開に向けた準

備を進めてきた。 
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（COC+大学名：茨城大学、事業名：茨城と向き合い茨城に根ざし、未来を育む地域協創人材養成事業）  

進捗状況の概要 

１．COCプラス事業の体制整備 

本事業内容の検討の場である、茨城 COCプラス推進協議会は、平成 27年 11月の「茨城 COCプラス

事業関係者会議」の申し合わせにより正式に設置された。また、主に「地域協創人材教育プログラム」

の検討の場である、教育プログラム開発委員会も同日同会議で設置された。 

茨城 COCプラス推進協議会及び教育プログラム開発委員会は、平成 27年度に各々2回開催した。今

後は、COC プラス推進協議会は年 3 回程度、教育プログラム開発委員会は年 6 回程度の開催を予定し

ている。また、COC プラス大学である茨城大学の学内体制として、COC 事業と COC プラス事業を包括

した「COC統括機構（機構長は学長）」を再編成し、COCプラス参加大学・高専各校も、学内実施体制

を整えた。 

２．広報と情報管理 

COCプラス事業に関する広報活動として、平成 28年 3月にホームページを外部に公開した。また、

同事業の採択を周知するため、平成 28年 2月 26日に参加大学・高専の各学長・校長及び茨城県、茨

城産業会議、NPO 法人雇用人材協会の関係者が一堂に介し、同事業の「結団式・特別講演会」を開催

した。また、COC プラス参加大学・高専間の情報共有、情報管理の仕組みとして、各校の就職やイン

ターンシップ実施状況を共有化する「地域協創人材データベースシステム」を開発している。各校の

インターンシップに関する個別情報、受け入れ企業情報や就職先との関係等の分析を行う予定。企業

と学生のマッチングについては、各校のキャリア支援部署との連携を取りつつ実施することが確認さ

れている。 

３．教育プログラムと実施体制整備 

 本事業の目的である茨城県内への就職率向上のため、参加各校は県内企業・団体へのインターンシ

ップを拡充する必要がある。また、本事業の教育プログラムは、各校の学生に対し県内企業の魅力を

周知すると同時に、学生自らの就業力や地域活性化志向を醸成するもので無くてはならない。そのた

め、本事業では教育プログラム開発委員会の決定事項として、「地域協創人材の認定」を趣旨とする

教育プログラムを策定した。 

 このプログラムは、既に実施されている茨城大学 COC事業における「地域志向教育プログラム（指

定 8 単位により地域志向人材を認定）」を参考に、参加各校が地域志向科目 8 単位の他、就業支援科

目 1単位以上、インターンシップ科目 1単位以上をプログラム認定科目として実施し、履修した各校

の学生に対し、「地域協創人材」を共通認定するものである。同プログラムは、平成 28年度の茨城大

学入学生、それ以外の大学・高専は平成 29年度入学生から原則として適用することが、平成 27年度

第 2回教育プログラム開発委員会で確認された。 

 なお、平成 29年度からの本プログラムの全参加校による本格実施に向け、平成 27年度中に茨城大

学以外の参加校に遠隔講義システムを導入した（茨城大学は既設）。本システムは、リアルタイムで

双方向の映像と音声を配信できる装置で、茨城大学の COC事業で実施している「茨城学」をはじめと

した地域志向科目の共有の他、シンポジウム等の相互配信の際に利用する予定である。 

４．これからの計画 

三つの柱「地域協創人材の育成」、「新しい雇用の創出（雇用のマッチング）」、「安全・安心な生活

環境の充実支援」を中心に、卒業生の地元就職率の向上・地元定着を図っていくが、とりわけ、イン

ターンシップの充実に向けた取組に重点を置くことを計画している。学生へは、県内優良企業のイン

ターンシップの量と質を充実させ、それに参加することによって県内企業の良さを認識させる。また、

企業へは、特に COC 事業の成果であるパートナー企業（約 50 社）を中心に、まだインターンシップ

を実施していない企業を対象とした研修会（企業向けインターンシップ入門セミナー）や、個別訪問

による働きかけを行う。 
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（COC+大学名：宇都宮大学、事業名：輝くとちぎをリードする人材育成地元定着推進事業 ） 

進捗状況の概要 

本事業を円滑に実行できる体制を整備するために、担当教員等の採用、関係会議の設置、当面の事

業実施方策の検討、地域志向科目の一部を開講したほか、シンポジウム開催などにより内外への情報

提供を行い、事業を推進した。

①特任教員等の公募、採用

・特任教員の公募を行い、2 名を採用し、平成 28 年 4 月からさらに特任教員 1 名及び COC+推
進コーディネーター3 名の採用を決定。

・事務補佐員を採用。

②会議開催、運営方針の検討

・円卓会議要項及び運営会議要項を制定、委員を選出し委嘱。

・円卓会議及び運営会議の合同会議を開催、全体の運営方針とともに地元就職を促進するための

当面の方策（地域志向科目開講、イベント実施等）について協議。

③教育プログラムの開講

地域志向科目の開講準備、農学分野のプログラムの一部開講及び学生実習の実施。

④地元栃木県の紹介・啓発

・栃木県に関連する書籍を各大学等の図書館等に配架。

・合同企業説明会・公務員等説明会の開催。

⑤地元就職促進協定の締結

  栃木県と地元就職促進に向けた支援強化を図るための就職促進協定を締結。

⑥COC+キックオフシンポジウムの開催

  事業の推進方策について考える場としてキックオフシンポジウムを開催。

⑦ウェブサイト開設

事業の概要を周知するウェブサイトを開設。
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（COC+大学名：共愛学園前橋国際大学、事業名：持続的地方創生共同体形成プログラム:若者定着県域

総ぐるみ計画 ）

進捗状況の概要 

 群馬県において地方創生の核となる「持続的地（知）の拠点」の形成を目指している本学では、「地学一体

化加速プロジェクト」を掲げ、地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）を通して「地域（産業）人材の育成」と

「地域ブランド向上」に取り組んできた。また、本学は、在籍の県内高校出身者が 84.7％、県内就職者が 

66.4％であり（平成 26 年度）、地域を志向した大学運営を行っており、さらに、経済社会の発展を牽引するグ

ローバル人材育成推進事業（GGJ）、大学教育再生加速プログラム（AP）の採択校であり、大学 COC 事業を

含むこの 3 事業によりカリキュラ改革を行い、育成すべき人材像を「地域・地域産業界に必要とされる人材：

グローカルリーダー」と定め、「地域に根差しながら、地域と世界をつなぎ、海外の人材・物流・活力を地域に

取り込み、地域の振興を先導する人材」を群馬県内に輩出すべく大学教育を推進している。加えて、本学を

設置する学校法人共愛学園は、明治 21 年の創立以来、128年の間一貫して県庁所在地である前橋の地に

おいて、教育・研究活動を展開してきた、幼児・児童・生徒・学生が通う県内唯一の総合学園であり、本学は

事業協働機関を中心とする地域諸団体と実質的かつ緊密な連携関係を築いてきた。以上の理由から、地

（知）の拠点大学である本学が、本事業の中心的な役割を担う使命を帯びていると 自負するところである。 

本事業では、これら大学 COC 事業を中心とする取組みの成果をさらに発展させ、地方公共団体や地元

経済団体、企業、NPO、そして県内の大学等と協働して、若者にとって魅力ある就職先を開拓し、雇用を創出

するとともに、その地域が求める人材を養成するための教育カリキュラ ムを実施し、地方創生の中心になる

「ひと」の群馬県への集積を目指す。また、この若者の定着を軸とする「ひと」の群馬県への集積という目的を

成就させるためには、県民運動的に県全域において若者の地元定着を目指す機運を高める必要があり、そ

のために、より多くの主体との協働、協力が不可欠である。さらに、大学は地域の一員として地方創生の主体

となる意識を持ち、地域は自らも地域人材育成の主体となる意識を持ち、互いにその意識を共有することが

持続的な地方創生共同体を形成するために必要である。本事業は、すなわち、第一に地方創生の中心とな

る「人」の群馬県への集積、その目的を果たすための第二の目的として若者定着を県域全体が目指す機運

の向上、第三にこの取組に持続性を持たせるため大学と協働機関の地方創生・地域人材育成の主体意識共

有による地方創生共同体形成を目的とする。本年度は準備期間として自治体と「雇用創出・若者定着に係る

連携協定」を結び、協働機関コンソーシアム「C3PG」を発足させ、その下部委員会である「人材育成委員

会」、「雇用創出委員会」、「定着促進委員会」発足に向けた協議を重ねた。それと同時に学内の人材育成カ

リキュラムの整備を進め、次年度より COC+のための副専攻と言える Regional Career Training(RCT)副専攻を

稼働できるよう制度設計を済ませた。また、広報活動においては、群馬県内の就活や企業に関する情報を学

生に広く広報するための専用サイト等の運用を開始し、本取組を広く地域に広めることが出来た。 

本年度は、来年度の本格始動に向けた準備期間として基盤整備を行えたことが一番の成果である。学生教

育の観点での最大の成果は、本事業のための副専攻 RCT 副専攻を設計し、制度を設置したことにある。この

副専攻の設置により、来年度以降の「地域（産業）に求められる人材」の育成を大きく進めることが期待出来

る。協働機関コンソーシアム「C３PG」や各種委員会、あるいは本学や高崎商科大学の COC 事務局機能を整

えたことは、この副専攻を始めとする人材育成のためのカリキュラム改革を大いに進める力になると考えられ

る。県内就職の専用サイトや事業のホームページの開設、シンポジウム等の開催による広報活動によって、こ

れらの取組を広く地域に公表し理解を得ることが出来たと考えられる。 
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（COC+大学名：千葉大学、事業名：都市と世界をつなぐ千葉地方圏の“しごと”づくり人材育成事業）  

進捗状況の概要 

Ⅰ．全体 

全学組織であるコミュニティ・イノベーションオフィスを設置し、そこを中心に全学のマネジメン

ト体制を整え、推進コーディネーター、地域コーディネーター4 名を配置した。また、今後の事業協

働地域全体が一体となり地域の発展に資する取組となるよう大学等、自治体、企業等に参加を呼びか

け、新たに参加校として千葉工業大学、聖徳大学短期大学部、千葉科学大学、木更津工業高等専門学

校の 4 校、参加自治体として長柄町、南房総市、御宿町、銚子市、館山市の 5 市町、参加企業等 10

社を追加した。 

推進体制としては、大学連携地方創生推進会議、教育プログラム開発委員会、現地ハブオフィスを

立ち上げ、実効的に取組を推進する準備を進めた。これらにより、以下のⅡ～Ⅳの３つの柱で実効的

に取組を推進する準備を進めた。 

キックオフ・シンポジウムを開催し、延 230人の参加者を得て、千葉の COC+の目指す地方創生のデ

ィスカッションが行われ、今後の人材育成、産業振興、若者定着につなげることができた。 

学内周知では、学内において FD／SD を実施し、情報発信と周知が行き届き、本取組の推進を加速

させることができた。学外への情報発信は、パンフレットの配布、ホームページおよびフェイスブッ

クにより積極的に実施し、教員、学生、市民と地域における認知と理解を向上させることができた。

Ⅱ．地域産業をイノベーションする人材の育成（人材育成） 

 教育プログラム開発委員会等により教育計画の検討を行い、現地で学修する PBL型の授業、全学共

通教育プログラムである副専攻「地域産業イノベーション学（30単位）」、サティフィケート「コミュ

ニティ再生ケア学 地方創生コース（23 単位）」の準備を進め、次年度以降に開始できるようになっ

た。副専攻の指定科目は、敬愛大学、放送大学との単位互換制度を活かしたプログラムとし、敬愛大

学の学生も取得可能としている。次年度以降の運用により主体的に地方の産業や地域課題を解決する

力が身につく地域産業をイノベーションする人材育成することができるようになった。 

また、現地で学修する効果的なフィールド・スタディ体験型学習やアクティブラーニングを活用し

た学習を新たに 5科目開講する準備ができた。 

Ⅲ．千葉地方圏の地域産業において若者に魅力ある雇用の創出・開拓（産業振興） 

産業振興の方策の検討を行い、事業協働機関で構成される「ローカルイノベーションコンソーシア

ム」の設置計画、「地域産業イノベーションスクール」の設置計画、エキスパート人材バンク、産業

振興のベストプラクティスのデータベース構築等を立案した。また、次年度に地方創生推進交付金の

申請があることから、事業協働機関相互が連携し円滑に事業を実施するためにニーズとシーズを把握

しマッチングを行い、千葉大学への委託事業を盛り込んだ申請準備を進めた。 

これらの次年度以降の実施により地域産業振興を支援することで、それらの成果が学生教育に役立

つとともに、事業協働地域の地域産業への技術支援に寄与し、その結果事業協働地域における雇用を

生み出し、若者の地元定着に資することができるようになった。 

Ⅳ．グラデーション定着教育による若者の地元定着促進（地元定着） 

 若者の地元定着の方策について調査と検討を行い、事業協働機関と連携し、事業協働地域に若者の

定着を推進するために、人口減・地方創生に関するセミナー、ＵＩＪターンセミナー、地元企業への

就職あっせん、地域の情報提供、体験イベント、宿泊体験等の連動・連携した全体計画を検討し、効

果的な実行体制、運営方法を立案した。合わせて、セミナー等の開講計画、実施計画を立案し、次年

度以降に実施できるようにすることで、学生の地元定着を促進することができるようになった。 

また、事業協働地域に所在する高等学校（横芝敬愛高等学校）において「郷土愛」を軸とするキャ

リアプログラムに関しての調査を行い、その結果をもとに検討し、実施計画を立案した。
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（COC+大学名：新潟大学、事業名：「ひと・まち・しごと」創生を循環させる NIIGATA 人材の育成と定着）  

進捗状況の概要 

 本補助事業における平成 27 年度の実績（取組み）は，大きく分けてⅠ.COC+事業の体制整備，II.

大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施，III.県内就職率の向上及び雇用創出に向

けた各事業プロジェクトの推進を基に展開した。以下，それぞれの事業内容に分けて進捗状況の概要

を示す。 

I.COC+事業の体制整備

 COC+事業を円滑に実施するために，(1)新潟地域創生協議会を設立・開催し，(2)教育プログラム開

発委員会，(3)企画・調整部会，(4)事業プロジェクト推進部会，(5)事業評価検証部会の設立を承認

した。併せて，推進コーディネーターを２名配置した。いずれの組織においても，平成 27 年度内で

体制の整備は完了し，COC+事業を強力に推進するための検討を開始した。 

II.大学教育改革として位置付ける教育プログラム開発の実施

上記Ⅰ.(2)の教育プログラム開発委員会を開催し，「プログラム設計」の方針についてのコンセン

サスを形成し，これに沿って「地域志向科目の必修化」，「地域人材認定制度の開発」について検討を

進める環境を整備し，教育プログラムの開発・実施の検討を開始した。さらに，COC+事業の参加大学

間における「単位互換・認定制度の運用」についての検討を開始した。 

III.県内就職率の向上及び雇用創出に向けた各事業プロジェクトの推進

上記Ⅰ.(1)の新潟地域創生協議会において，①インターンシップ改革，②地域活性化/産業振興，

③教育の国際化，④国際交流の４つの関連事業を推進する母体となる７つのワーキンググループ(WG)

を設立するとともに，Ⅰ.(3)及び(4)の部会において，各 WG活動の連絡調整や企画に関する検討・調

整を行った。以下，各 WGにおける進捗状況の概要について示す。 

・インターンシップ改革 WG インターンシップマッチングフェア及びインターンシップフォーラム開

催のための準備の他，他地域でのインターンシップ調査，地元企業を知るための学生見学会の試行，

次年度に向けた事業に対する準備・検討を行った。 

・食産業振興 WG PBL 教育のための異分野融合型共同研究推進事業，アグロ-フードアソシエーツプ

ログラムについての計画策定，食に関する先進地域を対象とした調査を行った。

・専門人材認定制度 WG 「コミュニティ・ビジネス」マイスターに関する啓発セミナーの試行並びに

先進事例の調査及び意見交換を行った。

・新潟のブランド化 WG 情報メディアによる新潟の潜在的な魅力の発掘，国内外への情報発信に関す

る調査と発信力向上のための具体的教育プランの検討を行った。 

・社会人学び直し WG 企業経営・産業振興につながる地域創生講座開催に向けた準備，超高齢社会へ

の対策としての地域包括ケアを担う人材発掘・育成のための教育体制の整備，潜在看護師を中心と

した医療関連人材の育成準備としての公開講座・研修会の実施を行った。

・教育の国際化 WG 大学間連携による（英語・中国語を媒介にしての）日本語プログラムの試行，留

学生家族の年少者日本語学習支援の実態調査，e-ラーニングによる日本語学習支援の構築のための

調査を行った。

・国際交流 WG 環境整備及び企画立案のための調査のほか，国際交流プログラム，留学生サマーセミ

ナー及び国際ビジネスコンテストの計画策定を行った。

 以上，平成 27 年度の事業内容は，県内就職率の向上や雇用創出を図るための事業計画を踏まえた

体制整備や準備（調査・情報収集等）が主であり，次年度以降に地域創生に向けた事業を展開する。 
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（COC+大学名：富山大学、事業名：富山全域の連携が生み出す地方創生－未来の地域リーダー育成－）  

進捗状況の概要 

１．カリキュラム改革と地域定着支援 

(1) カリキュラム改革

 富山大学では，3 つの地域科目群（地域志向科目群，地域課題解決科目群，地域関連科

目群。計 132科目）を整備した。また，平成 28年度後期の開講に向けて新設地域志向科目

（3科目）の開講準備を行った。富山国際大学では，4部門（課題解決学習，地元学学習，

情報技術向上学習，社会人基礎力学習）から構成される地域志向科目（52科目）を設定し，

28年度からの開講に備えた。 

(2) 地域定着支援

富山大学では，「地域定着プログラム」として，県内就職支援セミナーの実施，「大学コ

ンソーシアム富山」が主催する合同企業訪問へ学生派遣，海外展開する県内企業の現地事

業所等への学生派遣及び派遣先拡大のための候補地等の調査・検討，中・長期インターン

シッププログラム実施のため関係機関との協議及び富山型女性リーダー養成プログラムの

講師等について検討などを行った。富山国際大学では，保護者アンケートを実施し，保護

者向け就職セミナーを開催した。就職に関わる意識，大学への要望等が掌握でき，”魅力あ

る”県内企業に対する認識が深まった。 

２．人材の育成 

富山大学では，「未来の地域リーダー」育成のための「地域課題解決型人材育成プログラ

ム」規則を制定し，3つの地域科目群を整備した。また，平成 28年度からの地域科目群開

講に向けて，準備を行った。富山国際大学では，平成 28年度からの能力特性評価テスト活

用に向けて，地域社会が求める 5つの能力（問題分析力，課題解決力，コミュニケーショ

ン力，協働力，遂行力）に対応した測定尺度の設定と，それらを自動的に分析できるプロ

グラムを開発した。 

３．事業推進体制 

 富山大学では，地域活性化推進本部を設置し，推進本部の一翼を担う地域連携推進機構

内に地域連携戦略室を設置して，地域を志向する全学体制を整備した。本事業運営上の連

絡・調整の窓口となる地域連携戦略室には，ＣＯＣ＋推進コーディネーター2 名を新たに

配置した。また，ＡＬＬ富山ＣＯＣ＋事業推進連合会を整備し，本事業の目標達成に向け

ＡＬＬ富山で取り組んでいる。富山国際大学では，ＣＯＣ事業の地(知)の拠点大学として，

地域連携推進委員会を設置し，そのもとに地域志向カリキュラム改革部会と地元定着率向

上対策部会を設け，事業目標達成に向けた活動を展開している。また，地域交流センター

内に知の拠点事業推進室を設置してＣＯＣ＋推進コーディネーターを配置し，キャリア支

援センターに地域就職アドバイザーを配置した。 

４．地域社会への事業構想の説明並びに学内の情報共有 

 富山大学では，ＣＯＣ＋キックオフシンポジウムを開催し，本事業の取組等を広く情報

発信し，地域課題についての情報を共有した。また，3 種類のＣＯＣ＋リーフレットを作

成し，関係機関及び学内へ配布するとともに，ホームページを作成・公開し，ＣＯＣ＋事

業の広報を行った。富山国際大学では，「地(知)の拠点大学事業リーフレット」及び「富

山県の魅力紹介パンフレット」を作成し学内や関係機関との情報共有を行った。 
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（COC+大学名：金沢大学，事業名：金沢・加賀・能登で地域思考型教育による夢と志を持つ人材養成）

進捗状況の概要 

 参加大学，自治体，企業等により構成する「いしかわ学生定着推進協議会」（会長：金沢大学長山

崎光悦）を立ち上げ，地域定着モデルの構築を開始し，地域創生概論，共創インターンシップ，innova 

× emotionの３つの教育カリキュラムから構成される「地域思考型教育」の構築を進めた。 

ま た ， 学 生 に 対 し ， 石 川 県 の 魅 力 を 発 信 す る た め の ウ ェ ブ サ イ ト

（URL：http://dream.w3.kanazawa-u.ac.jp 「いしかわには夢がある」）を作成した。 

Ⅰ．地域創生概論 

ICT 教材「いしかわで学ぶ未来可能性（地域創生概論２０１６）」を製作した。内容については本事

業の参加大学，自治体，企業等により構成する「いしかわ学生定着推進協議会」に設置した「地域思

考型教育ワーキング・グループ」で意見交換を行い，自治体の要望を反映した教育内容とした。 

本 ICT教材は「総論」，「石川県の自然・文化・歴史」，「石川の産業」，「石川の産業に新風を！」の

４章で構成しており，学生に金沢・加賀・能登といった石川県の魅力を理解してもらうための，これ

までになかったカリキュラムを構築した。 

インターネットによる MOOC を活用することで，参加大学の全学生が同じ講座を受講し，等しく地

域理解を深めることが可能となる環境を構築できた。 

Ⅱ．共創インターンシップ 

学生のライフキャリアデザインを明確にさせ，地域定着

への意識を高めるためのキャリアデザインを考えるワーキ

ング冊子を開発した。

石川県にゆかりのある人物の仕事への情熱，価値観など

についてのインタビューを掲載し，働き方を含めたライフ

スタイルの多様性を学生に示し，自らのライフキャリアデ

ザインを自学自習により考える機会を促す教材を開発する

ことができた。 

 このことにより，学生は自分の価値観を明確にし，地域

でのインターンシップに主体的な気持ちで臨むことが期待

できる。 

また，学生の石川定着に資するインターンシップ・プロ

グラムの開発により，学生への地域教育をより実践的な場

面で実施する環境を整えることができた。これまでの企業

インターンシップとは異なる，「地域」定着の側面の強いイ

ンターンシップ導入プログラム「I LOVE いしかわ学生創出

会議」を開発し，学生にとっては生活と仕事を結びつけた

かたちでの新たな選択肢が生まれた。（右図ポスター） 

Ⅲ．innova × emotion 

金沢大学，金沢工業大学，石川県を中心に，起業の場の構築に向けたプロジェクトチームを設置し，

検討を行った。プロジェクトチームにより，創業支援プログラムの構築を進め，委託先企業とともに

開発を行った。開発したプログラムは，座学だけでなく，実際に起業体験をすることで，学生が起業

に「踏み出す」ことに重点を置いたプログラムとなっている。これにより，起業マインドの醸成を図

るとともに，地域資源の活用や地域課題の解決といった，本プログラムならではの成果が期待できる。 

  （実施ポスター）
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（COC+大学名：福井大学、事業名：地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５大学連携事業）  

進捗状況の概要 

１．地域の持続的発展（地方創生）に貢献するための取組 
 本事業は、福井大学を COC＋大学とし、県内すべての４年制大学（福井県立大学、福井工業大学、
仁愛大学、敦賀市立看護大学）が COC＋参加大学となり、地域志向教育の充実、産業の創出、地域課
題の解決により、地域の持続的発展に貢献するとともに、学生の地元定着率の向上に連携して取り
組むことを目的としています。特に、地域志向教育については、各大学で地域志向科目を学生に修
得させるため、必須化や体系化する仕組みを整えた事に加え、福井県の協力により JR福井駅に隣接
して整備したサテライトキャンパス「大学連携センター（F スクエア）」における、地域志向科目の
共同開講に向け準備を進めました。福井大学においても、平成 28年度に向け全学部の共通教育を一
元化し、カリキュラムを体系化しました。具体的には、地域の諸課題に対処できる実践力を有する
人材育成のための「地域コア科目群」を新設、２科目４単位を必修とする改革を行いました。また、
県内には優れた技術や商品を有し、世界的シェアを持つ企業が多数存在することから、地域の企業
の魅力を学ぶ機会を増やすことで地域のニーズにも応えられる特色人材育成のための「学びのカタ
チ」を創る取組みを始めました。
２．雇用創出に向けた取組 
  大学・自治体・企業等が連携し、参加各大学の強みを活かすことで地域・企業等の活性化・産業
振興により、雇用の創出に繋げます。更には、インターンシップの強化・拡充を通して、受け入れ
た企業が県内学生の資質・能力をこれまで以上に理解することにより、雇用を拡大させることに取
り組んでいます。また、福井県内への定着及び雇用創出に向け５大学が連携し、３部会 10ワーキン
ググループを設置する等の体制整備を行いました。 

３．地域への定着を増やす方策 
本事業では、高度専門職業人として地域への定着を増やす方策として「ふくい地域創生士」認定

制度を設け、認定要件の検討を開始しました。また、学卒者の地元定着に繋げる取組みとして、県
内高校生の県内大学への進学率向上を目的とした「福井県内５大学合同進学説明会」の実施に向け
た検討を開始しました。 
４．養成される人材（卒業後の学生のイメージ） 
  「ふくい地域創生士」の認定プロセスに取り組むことは、基礎学力と専門知識を活かしきる力を
備え、多様なグローバル及びローカルな課題を解決できるマインドの醸成に繋がります。また、「前
に踏み出す力（アクション）」を備え、課題を見つけ出し解決への努力を行うことで「考え抜く力（シ
ンキング）」を習得し、これらを協力して行うことにより社会に出て必要とされる「チームで働く力
（チームワーク）」も身に付けることが出来ます。“ふくい”をフィールドとして学んだ学生が、近
い将来それぞれの地域で多くの人たちと集い・融合することで、地域あるいは活気ある日本を創造
する担い手となることが期待されます。

５．学生及び、事業協働機関から寄せられる期待 
「F スクエア」で学ぶ学生は、各大学の教員から直接学ぶことができ、多様な学問に対する理解を

深めることが期待されます。また、自治体や産業界からも「Fスクエア」が、学生・大学と地域や企
業との「学び・交流」の場（共通キャンパス）として活用され、地域創生の担い手となる人材育成
に結びつけられるよう期待が寄せられています。地域活性化や企業発展への課題を見つけ、解決に
繋げる能力を持つ学生の育成を、自治体や産業界は強く求めており、その実現に向かって、事業協
働機関が緊密に連携し、地域で活躍できる人材の育成に取り組みたいという声も寄せられています。 
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（COC+大学名：山梨大学、事業名：オールやまなし 11＋1大学と地域の協働による未来創生の推進） 

進捗状況の概要 

【全体概要】 

教育関係は、本学を中心とした 12 大学及び事業協働機関との連携により各種会議等を設置し検討

を重ね事業基盤を固めるとともに、5 つの幹事大学を中心に「やまなし未来創造教育プログラム」の

具体化の検討を行い、平成 28年度科目開講の準備をほぼ完了した。 

 組織体制は、本学内に「地域未来創造センター」を設置するとともに、5つのテーマ（ツーリズム、

ものづくり、子育て支援、CCRC、地域教養）別に、幹事大学を中心とした実践的調査研究組織となる

「コース別運営委員会」、「バーチャル LAB」を設置するなどの事業実施体制の整備を完了した。 

 会議関係は「やまなし地方創生会議」（H28/1/21開催）、「事業実施委員会」（全 6回）及び「事業実

施委員会幹事会」（全 4 回）並びに各種委員会（インターンシップ就職マッチング準備委員会、クラ

ウドファンディング運営委員会、単位互換部会及び作業 WG）を設置し、平成 28 年度から実施予定の

「やまなし未来創造教育プログラム」の準備を完了した。 

【やまなし未来創造教育プログラム】 

4 つのコース別にカリキュラムを構築するとともに、地域教養科目群を設置することで、地域にお

いて実践力を身につけるための新たな「やまなし未来創造教育プログラム」を構築することができた

（平成 28年度開講予定）。また、参加大学による単位互換のための協定書の締結及び教務システムの

整備、並びに「やまなし未来創造教育プログラム」の情報発信のための WEBサイトやパンフレットの

作成、各大学での学生への周知に向けた準備を完了した。また、これまで県内 7大学間で実施してき

た「大学コンソーシアムやまなし」の単位互換事業のノウハウを活かし、新たに単位互換作業 WG を

設置し、全 4回（12/4、12/22、H28/1/22、2/15）の会議を通じて、来年度からの参加大学による「や

まなし未来創造教育プログラム」における単位互換事業の事務手続きに関する準備を完了した。 

【インターンシップ】 

 各大学のインターンシップ担当者及び企業と大学の就職を支援する外部コーディネーターを委員

とした「インターンシップ就職マッチング準備委員会」を全 3回（H28/1/15、2/8、3/23）開催した。

その中で、外部コーディネーターからインターンシップに関する具体的な課題や改善点などの指摘を

受けたことで、学卒者の地元定着という観点から新たなインターンシップを設けることが必要である

との結論を得た。この指摘を受けて、次年度より本学において新たなプロジェクト型インターンシッ

プ科目「フューチャーサーチ」を開講することとした。 

【シンポジウム・みらいサロン】 

平成 28年 1月 21日に甲府市内において COC+キックオフ・シンポジウム（来場者約 300名）を開催

し、本事業の概要説明や、4 つの取組テーマ（ツーリズム、ものづくり、子育て支援、CCRC）別に自

治体や企業等の関係者間での対話の場「みらいサロン」を開催した。それをきっかけに、テーマ別の

対話の場「みらいサロン」の定期的な開催に繋げることができた。 

 また、1 月に本事業に関する情報発信を一元的に行うための WEB サイト「やまなしアカデミックポ

ータル」を開設し、随時情報発信及びサイトの更新を行った。 

高校・大学向けの情報発信については、次年度以降地元企業に関する情報や学生によるプロジェク

ト型インターンシップの実施状況などについて、学生による情報発信を行う計画を検討し、平成 28

年度より具体的な実施に向けた検討を行うこととした。 

【クラウドファンディング】 

 新規事業化のための資金調達手法として、平成 28年 1月にクラウドファンディングサイト「FAAVO

やまなし」をオープンした。年度内に起案した 4件のプロジェクトのうち 3件が、目標金額（総額 165

万円）を達成するとともに、2回の「みらいサロン」（H28/3/25、26）を通じて、地域の雇用創出につ

ながる新規事業の発掘や地元の事業者とのネットワークを構築することができた。 
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（COC+大学名：信州大学、事業名：地域ニーズで就業力と地域定着志向と成長力を高めるキャリア教育） 

進捗状況の概要 

【Ⅰ】学内推進体制の構築 
●「キャリア教育・サポートセンター」の新設
就職支援を担当してきた「キャリアサポートセンター」を組織改組・拡大。入学から卒業後まで継
続的にキャリア構築に必要な教育（授業や課外活動）・支援等を提供するため新たに教員を配置する
「キャリア教育・サポートセンター」の開設準備を進めた（平成 28年 4月 1日開設）。

●キャリア教育の検討体制の新設、事業評価体制の構築
「就職委員会」を改組し、新たに「キャリア形成委員会」を組織。従来の就職支援にとどまらない
キャリア形成支援を検討する全学的な議論・情報共有の場を設置した（開催は平成 28年度）。また、
ＣＯＣ+事業の外部評価について、COC 事業から引き継ぐための調整を実施した。

●産学連携組織や高等教育研究組織等の情報共有・連携体制の確立
産学官・地域連携を担当する部署（産学官・地域総合戦略推進本部[※申請時に記載した旧地域戦略
センター他ベンチャー支援や共同研究推進組織等を統合した新組織]）及び本学の「高等教育研究セ
ンター」をはじめとする学生支援組織等（教育学生支援機構）の合同会議や情報共有会議等を行う
体制を整備し、事業連携を加速する環境を整備（平成 27年度より段階的に開催）。

●キャリア教育推進力の強化、ＣＯＣ事業との連続性強化
新設するキャリア教育・サポートセンターのセンター長に、「教務・学生・入学試験担当理事」を
任命し、全学的なキャリア教育の推進力を高める人事を行った。また、副センター長に COC事業の
担当教員を任命。ＣＯＣ事業とＣＯＣ+事業の運用を一体的にマネジメントすることで地域を活用
した学び、地域への定着促進事業を推進しやすい環境を整えた。

●学内の教員に対するキャリア教育への動機付け
高等教育研究センターに所属する教員を連携教員とし、ＦＤ強化のための研究を開始。「教育成果か
ら逆算する授業デザイン」のＦＤ導入準備を開始した。

【Ⅱ】学外連携体制の構築 
●協定及びＣＯＣ+推進のための「長野県地方創生推進事業協議会」設置準備
協議会設置に向けて COC+参加校、長野県、経済団体等の事業協働機関を訪問し、協定書内容等につ
いて確認。自治体や企業との協力によるサービスラーニングや PBL（Project Based Learning）、特
に中小ものづくり企業等を中心としたインターンシップの拡充について合意形成を進めた。

●大学間連携によるキャリア教育事業の推進に向けた協議
信州大学と松本大学、長野大学の 3 大学間で推進体制や協議会設置、事業目標値等に関する確認を
おこなうとともに、大学間連携事業等について意見交換を実施。信州大学は地域志向のインターン
シップに対する動機づけ、参加意欲の向上に取り組んだ。長野大学は地元企業 30社が参加する「業
界・仕事研究セミナー」を開催し、多くの学生が地元の組織で働くことの意義等を学んだ。松本大
学は地域の課題解決を通じた地元定着意識向上を目的として、COC 事業から継続している「地域防
災」と「健康づくり」に関する取り組みを行った。

●長野県及び産業界によるキャリア教育支援の強化
長野県･･･産学官協働で人材育成を推進するためのプラットフォーム「信州産学官ひとづくりコン
ソーシアム」を構築（事務局：県「ひとづくり交流デスク」）。事業推進のために新たにコーディネ
ート専任職員を配置した。経営者団体･･･長野県と協力し、県内 771 の小規模事業者に向けた実態
調査を実施。調査結果をもとにインターンシップや地域への就業促進事業を検討した。

【Ⅲ】産学官協働事業によるインターシップの拡充・人材の県内定着 
●産学官による対話の場づくり
「信州産学官ひとづくりコンソーシアム」において、産学官の実務者による「インターンシップの
拡充・人材の県内定着の検討のための専門部会」を開催。次代の長野県を担う人材の育成の方策と
人材の定着に向けた検討に取り組んだ。

●調査事業等の推進
経済４団体（長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商
工会連合会）に所属する企業に、インターンシップの受入れの意向に関する調査を行い、インター
ンシップのマッチングの仕組みを構築。あわせて新規インターンシップ受入企業の拡大のため、イ
ンターンシップ受入の手引きを作成し、効果的なインターンシップの実施方法を検討した。また、
グローバルに活躍できる人材を育成するために、海外に事業所を持つ県内企業への海外インターン
シップ支援事業を検討した（平成 28 年度に県内・海外インターンシップを実施）。
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（COC+大学名：岐阜大学、事業名：岐阜でステップ×岐阜にプラス 地域志向産業リーダーの協働育成） 

進捗状況の概要 

【運営】 

実施体制の整備として、COC 事業において本学が主導して開催した中部地区 COC 事業採択校情

報交換会・学生交流会の連携実績を生かし、参加大学として岐阜県内大学に加え、愛知県の COC 採

択大学も含む事業協働機関の運営組織「ぎふ COC+事業推進コンソーシアム」を速やかに形成した。

本コンソーシアムに運営会議・幹事会を設置するとともに、教育プログラムや参加大学共通プログラ

ムについて実務的に検討する部会を設置することとした。併せて岐阜県と参加大学の間で協定を締結

した(10 月 16 日)。また、「COC+キックオフシンポジウム」（12 月 9 日）を開催するなど、事業協働

機関の間で実質的な協議の開始や事業の実施を行った。さらに、事業協働機関での全体調整及び資金

配分の決定を担う「統括事業推進コーディネーター」を 1 人配置し（11 月）、併せて事業協働機関で

ある十六銀行及び大垣共立銀行から、人的支援の一環として統括事業推進コーディネーターを補佐す

る「事業推進コーディネーター」となる行員各 1 人が平成 28 年度から岐阜大学に出向することとな

った。また、内部評価体制と産官学言の有識者による外部評価体制を整備することにより、COC＋事

業の PDCA サイクルが構築できた。 
岐阜大学においては、事業の実施機関である地域協学センターに特任助教 2 人を新たに採用(平成

28 年 1 月、2 月)し、専任教員 5 人体制とした。また、副センター長に兼任教員１人、事務職員 1 人

(学生支援課長)（11 月）を増員し、教育職員と事務職員が教職協働の下で一体的に事業を推進する体

制を整備した。このことにより、教学業務を所管する教育推進・学生支援機構及び学務部等との連携

に基づく全学体制を強化することで、教育プログラムを確実にかつ効果的に実施することが可能とな

った。地域協学センターには、従来の 3 部門に加え、参加大学共通プログラムの企画・運営を担う「共

通プログラム企画部門」と事業協働機関及び地元企業等との調整を担当する「連携推進部門」を新た

に設置するなど事業の推進のための体制の整備を行った。

【教育】 

岐阜大学の COC 事業において地域リーダーを育成する「次世代地域リーダー育成プログラム」に

組み込む形で、地域（産業界）が求める「5 つの力」（俯瞰力・共同推進力・駆動力・課題解決力・

地域志向力）の修得を目的に、地元企業へのインターンシップを核とする 3 ステップ構成（聞く・見

る／挑戦する／活躍する）の次世代地域リーダー育成プログラム「産業リーダーコース」を設計（文

部科学省「戦略性が高く意欲的な目標・計画」認定）し、平成 28 年度から本格実施することとした。

「産業リーダーコース」は、基礎的な素養及び能力を養う初級段階と実践力を養う上級段階の二段階

に区分し、初級段階において地域志向科目群及び地域実践科目群から 8 単位を修得した者は、上級段

階の科目を履修することができる構成とした。本コースの修了生には、「次世代地域リーダー育成プ

ログラム」の修了証を交付するとともに「ぎふ次世代地域リーダー」の称号を授与するものである。

そのことにより、地域に定着して地域産業の活性化に貢献できる人材を育成する。  

参加大学も同様に、岐阜の産業界をフィールドとして共通の 3 ステップに基づくインターンシップ

を核とした教育プログラムを構築し、人員配置を含めて実践的な体験学習の実施体制を整備した。

【参加大学共通プログラム】 

地元企業をより深く理解するための「企業見学会」、「企業展」、大学の枠を超えた合宿形式により

岐阜県内の 5 圏域（西濃、岐阜、東濃、中濃、飛騨）の課題に取り組む「サマースクール」、企業に

対する学びの成果発表の場である「企業向け成果発表会」、県内高校生の地元大学進学への意欲向上

を目指す「高大連携事業」の企画内容を検討した。平成 27 年度は事業協働機関と連携した「企業見

学会」（5 回、参加者 95 人）や、岐阜県内企業に特化した「企業展」（参加企業 62 社、参加者 220 人）

を計画どおり実施し、地元企業と学生が対話する機会を通して相互理解を深め、他大学の学生との交

流により互いに刺激しあうことで、地元就職への意欲と地域志向の意識を向上させることができた。 

18



（COC+大学名：静岡大学、事業名：静大発“ふじのくに”創生プラン） 

図 学士課程における地域志向教育の全体像 

進捗状況の概要 

「静大発“ふじのくに”創生プラン」は、事業協働地域を静岡県とし、県内の若年層人口定着、定

着に必須である魅力ある雇用の創出実現に向けた取組を県、県内全 35 市町や企業・団体等と協働し

て実施するものである。地域のニーズに合致する人材育成を行い、COC+参加校の県内就職率を 10 ポ

イント上げ 55％にするほか、事業協働機関との連携で、インターンシップ参加者数（319から 650人）、

寄附講座数（１から 8講座）や共同研究数（110から 140件）を増やす。 

 以下、平成 27 年度の状況を述べる。 

【実施体制】 

静岡大学に「地（知）の拠点企画推進室」（室長：教育担当理事）を設置し、COC+推進コーディ

ネーターほかスタッフを採用し、本事業の実施体制を整備した。平成 28年 2月 16日に第 1回 COC+

連携協議会及び本事業キックオフシンポジウム（参加者数 210名）を開催した。また、連携協議会

の前後に、事業目標達成に向けた現状の把握と計画確認のため、COC+参加校による連絡会を開催し

た。 

また、事業への意識啓発や事業協働機関の拡大を図るため、広報用パンフレット、ホームページ

等を作成した。事業協働機関には、メールマガジン、ニュースレターの定期配信を開始した。 

【教育プログラム】 

○ 全学必修「地域志向科目」

選定時の留意事項を踏まえ、学士課程全学生が履

修する必修科目の充実を図るための計画を策定し 

た。特に、2年次以降に履修する地域志向科目に、 

少人数単位のアクティブラーニングを導入するた 

め、受入れ先候補となる事業協働機関との調整を 

開始した。 

○ 地域創造学環

 平成 28年度入学者受入れに向けた準備と並行し 

て、本教育プログラムの趣旨等を県内高校を主  

な対象に広報した。e-ポートフォリオ活用率向上のた 

め、学務情報システムの整備を実施したほか、学環担当教職員に対し、アクティブラーニングの 

経験や技量把握のための調査を実施するとともに、学習到達度判定のための基準ルーブリックへの 

理解度を深めるための研修を行った。 

○産業イノベーションコース（大学院修士課程）

本コースの趣旨に対する地元企業等の意見・要望を聞く目的で、アンケート調査を実施し、135

社から回答を得た。また、プロジェクトチームによる新規事業立ち上げ体験や経営情報学の実践に

関する授業の試行版を実施した。 

【インターンシップ】 

インターンシップ実施スキームの整理と改善を行った。具体的には、学内専用サイト上での情報

の一元化や募集情報の掲載・検索等の利便性向上のための「インターンシップ＠しずおか」のリニ

ューアルである。また、学生向けインターンシップ・ハンドブックの作成、企業へのインターンシ

ップに関する説明と受入れ要請を実施した。COC+参加校については、現状と単位要件における課題

や問題点を確認した。 

【その他】 

フューチャーセッションの企画・実施に不可欠なファシリテーション能力養成のための講座を実

施したほか、「静岡で活躍し続けるには？」を考えるためのフューチャーセッションを開催した。 

県内企業との共同研究推進のため、産学連携リーフレットを作成し、配布した。 
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（COC+大学名：三重大学、事業名：地域イノベーションを推進する三重創生ファンタジスタの養成 ） 

進捗状況の概要 

【事業実施体制の整備】 

・COC＋大学である三重大学では、学則の第 1 条（目的）に「地域に貢献する」という趣旨を加えて

謳うという改正に始まり、COC＋の事業推進母体であり事務局機能を持たせた全学組織、「三重大学

地域創発センター」（以下「地域創発センター」と言う。）を設置した。

・平成 27年 11月 1日付けで設置した地域創発センターの諸規則等の整備とともに、同日付けで地域

活性化推進コーディネーター１名、非常勤の事務補佐員 2名を採用した。

・事業内容等を検討・審議する地域創発センター運営委員会の委員を選定し、第１回運営委員会を平

成 27年 12月 2日に開催し、年度内に 7回開催した。

・事業協働機関相互の連携体制としての「COC＋事業推進会議」及び「教育プログラム開発委員会」

を設置し、平成 27 年 11 月 11 日の全体会議で構成員を決定した。また、教育プログラム開発委員

会の下に 3つの分科会を置くこととした。

・平成 28 年 1 月 1 日付けで地域創発センター特任教員 1 名及び県内 5 地域に配置する地域活性化推

進コーディネーター5名を採用した。

・地域活性化推進コーディネーターとともに本事業推進の中心となる地域創発センター専任教員の公

募・採用手続きを平成 27年度中に行った。

【事業概要】 

＜教育プログラム＞ 

・「三重創生ファンタジスタ」を COC＋大学及び全ての COC＋参加校から輩出するため、先ず三重大学

において「三重創生ファンタジスタ」資格認定副専攻コースについて検討した。 

・平成 28年度以降の入学者を対象とし、「地域志向科目群」、「地域実践交流科目群」、「地域イノベー

ション学科目群」の 3つのステージから 12単位以上の修得を必須条件とした。

・平成 27 年度では、地域志向科目について地域創発センター運営委員会で検討し、教養教育機構及

び各学部等で開講する科目を決定した。

・全学必修科目の「スタートアップセミナー」を地域志向科目に位置づけ、アクティブラーニング科

目である同科目で扱う地域課題のビデオ教材 5本を平成 27年度に制作した。

＜会議、シンポジウム等＞ 

・平成 27年 11月 11日に全ての事業協働機関（県内 13高等教育機関、三重県、20の企業・企業連合

体）による全体会議を開催し、「地域イノベーションを推進する三重創生ファンタジスタの養成」

事業の趣旨・目的及び概要の確認、事業協働機関における役割の共通認識、協定書の締結、地域創

発センター設置等の進捗状況の報告及び事業計画（案）、COC＋事業推進会議、教育プログラム開発

委員会の構成員等についての審議を行った。

・地域創発センター運営委員会と地域活性化推進コーディネーター会議を開催し、事業内容の検討や、

事業協働機関と連携して平成 28 年度事業計画を立案した。地域活性化推進コーディネーターは、

高等教育機関等との意見交換の他、事業や COC+キックオフシンポジウムの周知活動を実施した。 

・平成 28 年 1月 23 日午前に COC＋事業推進会議及び教育プログラム開発委員会合同会議を開催し、

COC＋地域活性化推進コーディネーターの紹介、「三重創生ファンタジスタ」資格認定副専攻コース

の計画（案）、皇學館大学による COC 事業の紹介、平成 28 年度事業実施計画（案）、内部評価委員

会及び外部評価委員会設置等に関する報告及び審議を行った。

・平成 28 年 1 月 23 日午後に、COC＋キックオフシンポジウムを開催し、事業の趣旨・目的及び概要

の説明、前明治大学長納谷廣美氏による基調講演、鈴鹿市長、南伊勢町長、企業代表、現役学生及

びＯＢによるパネルディスカッションが行われ、県内外から当初の予定を大きく上回る 275名の参

加者が得られ、地方創生に係る関心の高さが伺えた。
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（COC+大学名：京都工芸繊維大学、事業名：北京都を中心とする国公私・高専連携による京都創生人

材育成事業）

進捗状況の概要 

本事業では①京都府北部に人材育成拠点を設置、理工系人材及びサービス経営人材を輩出し地元に

定着させること、②府全域において大学卒業後に地元で就職し地域産業を支える若者を増加させるこ

と、という双方の取組を通じて京都府の地域活性化を図ることを目指している。 

京都府、COC+大学である京都工芸繊維大学、COC+参加校の京都府立大学、京都学園大学、舞鶴工業

高等専門学校は、平成 28 年度から参加する京都文教大学及び京都大学とともに、事業に係る連携・

協力に関する協定を締結し、事業推進のための協議の場及び委員会への参画、インターンシップの充

実、地域課題解決型授業やプロジェクトの推進、地域企業等就職支援活動について連携・協力するこ

とで合意した。

また、事業協働機関として京都府及び府下の工業系・商工系経済団体を含む 10機関の参画を得て、

事業推進における合意形成を図る「京都 COC+実行本部」及び、地域志向の教育プログラム開発とプロ

グラムの実現のための協議を行う「教育プログラム開発委員会」を設置し、京都府における地域創生

人材育成の中核的役割を担う事業を展開する体制が整った。 

COC+大学である京都工芸繊維大学は、府北部地域の人材育成拠点となる「福知山キャンパス」開設

の準備を完了し、学部共通プログラム「地域創生 Tech Program」（定員 30 名のうち府北部地域枠 12

名）の平成 28 年度の開設に向けて、専任教員の人選及び広報活動、カリキュラムの準備を進めた。

福知山市とは平成 27 年 4 月に包括協定を締結しており、福知山キャンパスを拠点に地域企業でのイ

ンターンシップや地域課題解決型学習の拡充等を図ることで、地域への人材輩出、若者の定着を目指

す取組を進めている。事業協働機関である府北部各地の商工会議所とは、これまで大学 COC事業等に

おいて連携を積み重ねてきており、京都 COC+実行本部会議（3 月 18 日）の場で、本事業においても

さらに連携を深め、地域課題 PBL、インターンシップ、地元就職マッチングや奨学金・寄附講座の受

入れに関する協力を得ることを確認した。また、COC+推進コーディネーターが府北部地域に立地する

企業約 20 社を個別に訪問し、インターンシップ拡充などを含めて将来的な連携についての内諾を得

た。これらの基盤の上に、地域創生人材育成プラットフォームを構築し、地域貢献・活性化に向けた

取組を継続的に推進してゆく。

 参加校の京都府立大学、京都学園大学、舞鶴工業高等専門学校は、今年度において、NPO や地域企

業との連携による地域公共人材資格「グローカル人材資格プログラム」の創設や、地元企業・農家と

共同で食品開発・新種苗開発を行う新センターの設置、地域企業・自治体等の協力による地域志向教

育プログラムの開発など、地域ニーズに対応する理工系人材やサービス経営人材を育成するための基

盤を整えた。 

今後、COC+大学及び COC+参加校は、特に各大学が実施する府北部地域での PBL やフィールドワー

クについて、相互に連携してカリキュラム開発を行うと同時に、授業の実施に当たっても大学間の学

生交流を進める。今年度においては福知山キャンパスの交流スペースの整備を完了し、次年度より各

校の学生や地元企業との交流の場として活用する準備が整った。

 3月 18日には、北京都の企業、教育関係者、自治体、市民に事業の取組を紹介することを目的とし

て、福知山市にて「COC+キックオフ・フォーラム 2016 in京都―北京都を中心とする国公私・高専連

携による京都創生人材育成事業―」を 4校共催で開催した。地元企業・自治体・大学関係者を中心に

定員を上回る約 170名の参加があり、京都府副知事の講演や各校の取組の紹介を行うことで、本事業

の連携体制や方向性を示すことができた。同地域の参加者が 7割を超え、本事業への期待や、事業に

参加・協力したいという要望が寄せられるなど、関心の高さがうかがわれた。 
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（COC+大学名：滋賀県立大学、事業名：びわ湖ナレッジ・コモンズ＋ ～地と知で拓く滋賀の創生～） 

進捗状況の概要 

 平成 27年 11月 30 日付けで COC+の採択を受けたことを踏まえ、補助事業に着手した。平成 27年度

における進捗状況の概要は次のとおり。 

Ⅰ．教育プログラムの改革 

  COC+大学である滋賀県立大学においては、近江楽士（地域学）副専攻への「アントレプレナーコ

ース」の新設、当該新設を踏まえた同副専攻の既存科目の改編、および中期インターンシップの新

設を中心とした地域教育プログラムの地元志向深化を進めた。 

COC+参加校である５大学においては、滋賀県立大学が開講する「地域共生論」の共通化、「地域

コミュニケーション論」の合同実施、中期インターンシップの実施をはじめ地元志向教育の実施に

向けた準備を進めた。 

Ⅱ．地元就職率の向上 

  地元就職率の向上に向けては、地元中小企業への就職や女子学生の地元定着に重点を置き、近江

楽士（地域学）副専攻「ソーシャル・アントレプレナーコース」への関連科目の設置や事業協働機

関による推進体制の構築に取り組んだ。 

Ⅲ．雇用の創出 

  ＩＴを活用した雇用創出や課題解決型ビジネスによる雇用創出に関しては、近江楽士（地域学）

副専攻の既存科目の再編を進めるとともに、雇用創出の検討に向けて事業協働機関による推進体制

の構築に取り組んだ。また、一部大学においては、起業塾の開催や、金融機関との共催によるビジ

ネスコンテストの次年度開催に向けた準備が進められた。

Ⅳ．全体 

ＣＯＣで構築した地域教育プログラムをＣＯＣ＋を通じて地元志向深化を推進することを踏ま

え、外部評価委員会も含めＣＯＣ＋とＣＯＣを一体的に評価し、ＦＤ／ＳＤ研修会をはじめとした

改善も一体的に推進することとした。また、近江地域共育委員会を設立し事業協働機関の連携によ

る事業推進体制を構築するとともに、ホームページの構築やＣＯＣ＋キックオフ記念フォーラム開

催などを通じたＣＯＣ＋のＰＲにも努めた。 
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（COC+大学名：神戸大学、事業名：地域創生に応える実践力養成ひょうご神戸プラットフォーム ） 

進捗状況の概要 

①事業実施体制の整備

平成 27 年 11 月 12 日に「第 1 回ひょうご神戸プラットフォーム協議会」を開催し、事業方針や年

度計画、予算に関する協議を行った。また、申請段階から園田学園女子大学を加えた 10の機関で、「ひ

ょうご神戸『地（知）の拠点大学による地方創生推進事業』に関する協定書」を平成 28年 2月 24日

付けで取り交わした。 

また、正副の統括コーディネーターおよび、「歴史と文化」「自然と環境」「子育て高齢化対策」「イ

ノベーション」の領域コーディネーターを採用し、月 2回程度、コーディネーターミーティングを開

催するなどして、教育プログラムの検討を開始した。 

②教育プログラムの整備・開発

「自然と環境」領域では、先行して平成 28年度から、「プロジェクト型（インターンシップ型）実

践農学」を導入するため、学生受け入れ先機関等と調整を行った。本科目は、持続可能な農業農村の

発展に関する現場での調査や、プロジェクトへ実際に参加し、農村地域の産業・環境・社会を理解す

る基礎的な技術や能力、および施策立案や調整能力を身に着ける授業である。平成 28 年度から、新

たに、6つの「プロジェクト型（インターンシップ型）」として実施することとなり、そのためのイン

ターン受け入れ先との調整をはじめ、シラバスや学生周知向けパンフレットの作成などを行った。

また、「地域の元気づくり教育プログラム」での使用や、広く一般向けに事業の成果を活用できる

よう、教材（テキスト）の作成に向けて検討を行った。領域ごとに 1冊、初学者向けのテキストを刊

行することとし、教育プログラム担当教員とともに開発を開始した。特に、「歴史と文化」領域では、

テキストの構成案の策定し、章立て、執筆分担や編集方針などについて先行して取り組んだ。これを

雛型として、他領域でも構成案の策定や執筆者の選定に向けての作業を開始した。このほか新規開講

予定の全学共通授業科目「地域社会形成基礎論」「ひょうご神戸学」の構成についての検討を行った。 

③地元就職支援・雇用創出

地元への就職支援を行うため、地元企業に焦点をあてた冊子を発行し、本学キャリアセンター主催

の合同企業就職説明会を開催した。また、地元企業を深く知るため、神戸新聞社が主催する「地域企

業と大学生のマッチングラボラトリー（Ｍラボ）」事業を、本学経営学研究科教員が実行委員長とな

って進めた。農山村地域での起業支援のため、「神戸大学・篠山イノベーションラボ」開設に向けて、

準備を行った。 

④地域のシーズやニーズの把握・情報発信

平成 27年 11月 28日に神戸大学・神戸新聞社の共催で「つなぐ いかす 地域の力～みんなで つな

がる 子育て～」と題したキックオフシンポジウムを神戸新聞社松方ホールで開催した。また、平成

28 年 1 月 28 日に神戸大学瀧川記念学術交流会館で「ひょうご神戸プラットフォームＣＯＣ＋第 1回

シンポジウム」を開催した。このほか各領域では、平成 28年 1月 23日に「篠山市・神戸大学地域連

携フォーラム」（「自然と環境」領域）、平成 28 年 1 月 30 日に「兵庫県立大学産学公連携シンポジウ

ム」（「イノベーション」領域）、平成 28 年 1 月 31 日に「歴史文化をめぐる地域連携協議会 地域で

歴史を学びあうことのおもしろさ」（「歴史と文化」領域）、平成 28年 2月 6日に、神戸大学大学院保

健学研究科地域連携センター活動報告会（「子育て高齢化対策」領域）、平成 28 年 3 月 8 日に「震災

復興学シンポジウム」（「安心安全な地域社会」領域）をそれぞれ開催した。このことにより、県内の

地域課題や大学のシーズを共有することができ、今後、地域一体となって教育プログラムを開発する

ための基盤を整えることができた。また、事業の取組内容を広く情報発信をすることが可能となった。 

⑤調査

信州大学への調査や、三重大学・高知大学など、他大学のＣＯＣ／ＣＯＣ＋関連、また大学の地域

連携関連の企画に参加するなど、コーディネーターを中心に取組事例の調査を行った。 
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（COC+大学名：奈良女子大学、事業名：共創郷育:「やまと」再構築プロジェクト） 

進捗状況の概要 

COC+大学分（以下Ａとする。）COC認定校分（以下Ｂとする。） 

（１）全体

Ａ本事業は奈良県南部東部地域で本学が未来志向する地域像を『大和・紀伊半島地域の地方創生』に

置き，『奈良』を学生が体系的に学ぶことができるプロジェクト形式教育の推進を地域協働機関と

連携し，また,県内唯一の工学部に相当する奈良工業高等専門学校と連携し，地域創生の中心を担

う人材を育成して，観光・産業の振興，雇用創出を本事業に参画する構成員の共通認識とした。 

Ｂ①平成 27年 11月において学則改定、COC+実施本部等関係組織の設置が完了し、地域創生科目を全

学生に対して必修化した平成 29 年度専攻科カリキュラムをまとめ、地域創生教育を導入した教育

改革を断行する方針を明確にし、学生・保護者・教職員にも広報誌(CAMPUS 2016春 第 123号

http://www.nara-k.ac.jp/life/campus/2016-spring123/)を活用して周知することができた。 

②奈良県の技術ニーズに対応して４つの地域創生研究クラスターが設置され、それぞれ奈良県科学

技術基本計画に沿って県や企業と協働で地域創生研究活動を行った。また、地域理解資料室の設置

準備を行い、本校の「ものづくり」力に加え、事業協働地域の「まちづくり」、「ひとづくり」、「し

ごとづくり」について、社会学・公共政策の手法により貢献するための環境を整えた。 

③奈良県と県内を取り巻く諸問題、地域性、雇用問題、若年層人口の定着について議論することが

できた。本校等卒業生、修了生の地元就職先の確保のため企業誘致活動の協働実施を行った。 

（２）本年度

Ａ①「やまと共創郷育センターの組織化」に関しては，関係規程を整備し、「やまと共創郷育センタ

ー」を設置した。また，COC+推進コーディネーターを配置して実施体制を整えた。 

②環境整備に関しては，やまとコミュニティスペースとして，野迫川村に「奈良女子大学野迫川村

交流センター」を開設するとともに，附属中等教育学校内にウッドクラフト室を設置した。 

③地域創生プロジェクト科目実践的ＰＢＴ（Ａ）の実施に関しては，野迫川村交流センターで「野

迫川奈良女塾」を実施し、④地域創生プロジェクト科目実践的ＰＢＴ（Ｂ）の実施に関しては，教

養教育科目「環太平洋くろしお文化論」の開設するための検討・準備を行った。 

⑤教育プログラム開発においては，平成 29 年度に地域創生プロジェクト科目を「地域創生プロジ

ェクト科目群」へと昇格させる計画の策定のため，地域志向科目の開設を立案し，「「地域創生プロ

ジェクト科目群」」のカテゴリーに位置づけられる科目の検討を行い，また，遠隔授業の可能性を

検討し，地域志向科目の実施に向けたＦＤアンケート項目の構築作業を進めた。 

⑥就職環境開発に関しては，学内に県内企業パンフレットゾーンを開設し，奈良県下企業セミナー

の学内開催に向けた準備を行った。また，学生に対して県内の就職の意識調査を実施した。 

⑦地域貢献プログラムとして，生涯学習としての公開講座を事業協働地域で実施した。

⑧研究成果の社会への還元としては，事業実施報告書等を発行し,関係機関等へ広く配布した。

Ｂ①COC+事業を実行するために平成 27年 11月に学則・規程・組織を整備した。基幹教室として大講

義室、専攻科南棟視聴覚室を整備し改修・工事に係る分は自己資金により、必要な物品は補助金を

活用して整備した。また、各地域創生研究クラスターの活動環境整備を行った。 

②平成 29年度改組の専攻科のカリキュラムの３つの柱として、３つの地域志向科目を含む新カリ

キュラム、シラバスを作成した。

③地域創生の観点から必要な雇用創出、企業誘致活動について奈良県と具体案について協議し、実

行可能な施策から実行することとした。平成 28 年２月に県と協働で企業訪問を行い、大阪府内企

業に御所工業団地への移転を促進し手応えを得た。平成 28 年３月に近畿圏への事業所開設を検討

している東京都内の企業を県関係者と共に訪問した。県内誘致を進めるためには、新事業所への人

材供給が容易であることを裏付ける必要性を理解した。 
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（COC+大学名：和歌山大学、事業名：わかやまの未来を切り拓く若者を育む“紀の国大学”の構築） 

進捗状況の概要 

 本事業は、和歌山県の深刻な地域課題に向き合いつつ、豊かな自然環境と秀逸な文化資源を活かし

ながら、わかやまの未来を切り拓く若者を育むとともに、新たな雇用を創出し、地域への定着を図る

ことにより和歌山県域における地方創生に貢献することを目的とする。 

平成 27年度においては、以下の取組を行った。 

○ COC+事業の推進体制の整備

 COC+大学である和歌山大学において、平成 27年 11月に COC+推進室を設置し、COC+推進コーディネ

ーター3名及び教育プログラム開発担当者 4名を平成 27年 12月～平成 28年 2月にかけて順次採用す

ることにより、本事業の実施体制の充実を図った。また、和歌山大学と事業協働機関及び事業協力大

学が協議する場として、紀の国大学協議会を 12 月に設置し、その下に教育プログラム開発委員会及

び事業評価・FD委員会を設置した。さらに、和歌山県における地方創生を実現するため、新たに関西

大学を加えた 8 大学、1 高専及び和歌山県との間で地方創生に係る包括連携に関する協定を平成 28

年 3月に締結し、和歌山県内の雇用創出及び若者定着に係る事業を継続して推進する体制を整えた。 

○ 教育プログラムの充実

和歌山大学では、「わかやま」の地域性と固有の魅力を学ぶため開講している「わかやま」学群の

科目構成を地域志向科目として見直すとともに平成 28年度から新たに「わかやま未来学」（前期・後

期）及び「わかやま海洋体験実習」（後期）を「わかやま」学群として開講するための準備を行った。

その結果、「わかやま」学群は平成 28 年度に 11科目を開講することとし、平成 28年度入学生から「わ

かやま」学群を選択必修（2 単位）とすることとした。また、和歌山県全域をキャンパスとし、地域

の力を借りて地域の課題に即した実践的な教育プログラムである「わかやま未来学副専攻」を平成 28

年度から実施するため、学則の一部を改正し、副専攻プログラム及びその修了認定に係る「和歌山大

学副専攻プログラムに関する規則」及び「和歌山大学副専攻プログラム履修細則」を整備した。 

 和歌山大学 COC+推進室においては、「わかやま未来学副専攻」に地域協働セミナーを平成 28年度に

開講するための準備を行い、紀の国大学協議会の教育開発プログラム委員会で検討を行った。その結

果、事業協働機関である和歌山県、紀陽銀行のほか、地域で活躍している企業等から延べ 12 人が学

外講師として協力して実施することとなった。さらに、和歌山大学及び COC+参加校、協力校において

は、単位互換制度の導入について検討を行った。 

 また、COC 認定校となった和歌山工業高等専門学校では、事業の一環として和歌山県から寄附講座

として企業実践講座を受け入れる準備を行い、「わかやま学」（1 単位）、「県内インターンシップ」（2

単位）、「ベンチャー講座」（1 単位）を平成 28 年度に開講するための準備を和歌山県経営者協会の協

力を得て行ったほか、和歌山県特産品の果樹や魚介類の成分分析などの学生実験が可能となるようガ

スクロマトグラフシステムなどの教育設備を整えた。

○ 和歌山県内におけるﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ及び企業等におけるｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの実施に向けた現地調査の実施

 「わかやま未来学副専攻」の地域協働自主演習において和歌山県地域をフィールドワークとして活

用するため、COC+コーディネーター（教育担当）及び教育プログラム開発担当者が COC+参加校の授業

担当教員と連携し現地調査を行い、その結果を「フィールドワークに向けた現地調査関連報告書」と

してまとめた。 

 また、インターンシップの拡充のため、COC+コーディネーター（創業支援担当）が県内の企業等を

訪問し、本事業の実施について協力要請を行ったほか、和歌山大学 COC+推進室において、学生の県内

進学及び県内就職の状況等について分析を行った。 

○ COC+推進事業の広報用ホームページ開設及び広報リーフレット発行の準備

 和歌山大学 COC+推進室及び広報室において、平成 28 年度に地（知）の拠点大学による地方創生推

進事業（COC+）広報用ホームページを開設し、さらに広報リーフレット発行の準備を行った。 
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（COC+大学名：岡山県立大学、事業名：地域で学び地域で未来を拓く ‘生き活きおかやま’ 人材育成事業 ） 

進捗状況の概要 

【教育改革】 

・「岡山創生学」の整備及びクォーター制への移行準備：本事業の最重要項目である副専攻「岡山創

生学」の DP、CP、履修案内等の整備を行い、平成 28年度に開設できることとなった。また、クォー

ター制に向けた学事歴変更、時間割の検討を行った。

・平成 28年度開講科目の開講準備：「おかやまボランティア論」、「おかやまボランティア演習」及び

「おかやまを学ぶ」のシラバス整備等、平成 28年度の開講準備を行った。 

・平成 29年度以降の開講科目の内容検討：「地域再生実践論」、「地域協働演習」及び「地域インター

ンシップ」について、平成 28年度に開講する上記 3科目との連続性を考慮しつつ検討を開始すると

ともに、「デザインプロジェクト演習」を開講した。 

・学生ポートフォリオの開発準備：先行実施大学や経済団体を対象に、学生ポートフォリオの実態調

査を行い、開発の検討を進めた。 

・長期インターンシッププログラムの開発準備：受入れ先の企業や自治体との協議を進めたことで、

受入れ自治体や企業を交えたプログラムの検討が可能となった。 

・地域学習教材やコンテンツの開発：岡山理科大学、山陽学園大学、就実大学、ノートルダム清心女

子大学から、得意とする分野の教材やコンテンツの提供を受け、教育プログラム開発委員会の開催に

より、COC+参加校で情報を共有することができた。 

・実践型社会連携教育コーディネートシステムの開発準備：「雇用マッチングシステム」との入力仕

様の共通化を図ることで、学生の利便性が増し、利用頻度の増加に繋がった。 

【域学連携】 

・地域創生コモンズ（真庭市）の整備等：整備を完了できたことで、平成 28年度初頭からの利用が

可能となり、学生の活動拠点を提供できることとなった。 

・地域創生コモンズ（笠岡市、総社市、備前市）の検討：笠岡市については、設置場所を確定させた。

また、総社市と備前市については、設置場所について協議を行った。 

・自治体における域学連携活動の計画・実施：食育、高齢者健康増進支援等について、平成 27年度

におおむね計画通りに実施できた。 

・協働型学習支援の実施のための準備：具体的な成果の提供には至っていないが、平成 28年度実施

計画を検討するという観点では十分な成果を得ることができた。 

【産学連携】 

・「雇用マッチングシステム」の開発準備：学生側の入力となる学生ポートフォリオシステムのベー

スの開発を完了できたことから、「企業ポートレート」の検討に入ることができ、同システムの開発

が軌道に乗った。 

・技術力向上のシステム作りの検討：「デジタルエンジニアリング」の分野を中心に、参加大学の教

員で構成する協働関係を築くことができ、また、平成 28年度の実施方針も策定できたことから、こ

の活動の具体的な推進体制ができた。 

・共同研究の計画・推進及び地域の魅力発信の仕組みの開発：「デジタルエンジニアリング」、「ヘル

スケア」、「観光デザイン」の分野を中心に、企業力や地域力の向上を目的とする共同研究の計画・実

施を行うことができた。また、真庭市において市民団体等と地域の魅力発信について協議した。 

【その他】 

・本事業の実施体制の整備：岡山県立大学長を頂点とするガバナンスのための学内体制を整備するこ

とができたとともに、協働機関での情報交換・共有できる環境や評価環境の整備もでき、当面必要な

PDCAサイクルの構築は完了した。また、キックオフシンポジウムと各種会議を予定通り開催できた。

さらに、WEB等による情報発信の環境を整備できたことで、本事業の周知に向けた準備ができた。 
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（COC+大学名：広島市立大学 、事業名：観光振興による「海の国際文化生活圏」創生に向けた人材育成事業 ） 

進捗状況の概要 

平成２７年度は文部科学省の採択から限られた期間であったが、事業の実施体制を速やかに整え

て、平成２８年度入学生を対象とした教育カリキュラムについて地域志向科目の充実を図るとともに

ニュースレター発行により事業の広報に努め、平成２８年度の本格的な事業実施に向けて準備した。

１ 教育カリキュラムの整備・推進 

平成２８年度入学生を対象とした学内での検討体制を整え、平成２８年度の教育課程表を作成し、

地域志向の新規科目を導入するなどカリキュラムの充実を図った。また、参加大学等との協議の場を

設けて単位互換に関する意見交換を行った。キックオフ・フォーラムを開催し、講演とＣＯＣ＋の概

要説明を通して、事業推進への意識の共有を図った。学内で開催した教職員に対する研修会について

は、教職員の事業参加、協力を促した。取組項目については概ね計画に沿って実施した。 

２ 観光関連データベースの構築 

データベース構築のための検討体制を整えて、仕様の策定と収集する情報に関する検討を行った。

仕様については授業での活用を視野に入れたものとし、情報収集については自治体に対して提供依頼

を行った。データベースの運用開始は平成２８年３月に予定していたが、運用を多少遅らせても試験

的な活用結果を見極める必要があることから、教員による試験的な活用期間を設けた。今後、収集す

るデータ量が多大になることが予想され、段階的な公開・運用を検討する。取組項目については概ね

計画に沿って実施した。 

3 観光振興を目的とした教育研究事業の立案・推進 

平成２７年度は、広島市立大学を中心に平成２８年度から実施するアートプロジェクトについて、

内容の検討や実施候補地を抽出しプロジェクトを特定し、一部の事業を実施した。廿日市市宮島に設

置する教育研究拠点施設の候補地を絞り込み、歴史のある町家に決定した。学内の競争的な研究資金

の活用による研究事業を新設し募集を行った。参加大学による教育研究事業の実施計画の策定につい

ては、限られた期間内に参加大学間の事業の決定には至らなかったが、各大学での検討や取りまとめ

の協議を行った。取組項目については概ね計画に沿って実施した。 

４ 事業運営(実施体制の整備等) 

事業協働機関数について、事業の申請時の、大学、自治体、経済団体・企業等５７機関から、その

後１大学１高等専門学校、７町の参加を得て、最終的に６６機関の体制となった。事業を担当する教

員については、事業の調整担当、教育研究担当をはじめ５教員の採用及び内定を行った。専用ホーム

ページの公開は年度終了後となったがコンテンツの作成を行った。取組項目については概ね計画に沿

って実施した。 
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（COC+大学名：鳥取大学、事業名：学生と社会の相互交流による人材育成・地元定着促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

進捗状況の概要 

（ＣＯＣ＋大学） 

・COC+事業の予算や事業計画などを審議・決定するため、各学長・校長、理事、COC+コーディネータ

ーを構成員とする「地（知）の拠点大学による地方創生推進委員会」（COC+推進委員会）、事業推進組

織として関係理事、COC+コーディネーター及び各部局の兼務教員等により構成する地（知）の拠点大

学による地方創生推進室（COC+推進室）、産業振興等人材の育成・定着に資する協議を行う「とっと

り地域志向人材育成・定着イニシアティブ会議」を設置するとともに、鳥取県中部及び西部地区にコ

ーディネーターを配置し業務を開始したほか、シニアコーディネーター及び東部地区コーディネータ

ーの採用を決定し事業体制の整備を行った。  

・COC+推進委員会幹事会において、ビジネス・起業関連科目の洗い出し、今後必要となる科目につい

ての検討を開始した。また、COC+推進室に教育部門を設置し、COC 事業による新規科目の開設や教育

改善等を確認するとともに、鳥取県内の産業界や行政機関の経営者、幹部職員を講師とした「地域就

業論」を開設したほか、キャリア・プロジェクト体験科目の開設、起業・ビジネス科目とスモールプ

ロジェクト実践科目の接続等について検討した。更に、COC+事業の中で展開する授業科目を集中的に

検討するワーキングチームを発足させ、教育関係コンサルタントから検討材料を入手した。 

・「インターンシップ推進フォーラム」及び「企業向け研究会」において地域協働型インターンシッ

プの参加学生及び受入企業を対象に実施したアンケート結果を公表し、インターンシップ・プログラ

ムの改善について検討した。また学生参加型の産学共同研究の仕組みづくりの検討を開始した。

・連携講座を実施するためオンデマンド型の講義配信システムを参加校も含めて全校に整備するとと

もに、ＰＢＬに必要な電子ディスプレイ、クリッカーシステム等の装置を導入しハード面の整備を行

った。 

（ＣＯＣ＋参加校） 

・事業実施体制を整備し、新カリキュラムの科目・教育内容等の決定（公立鳥取環境大学）、地域志

向科目の編成及び実践的経験として定着させる教育システムの構築（鳥取看護大学）、共通教養科目

「山陰論」等の授業（鳥取短期大学）、外部講師が県内の優れた技術を紹介する授業や講演会（米子

工業高等専門学校）を実施した。 

・各地域のニーズを汲み上げ連携体制を構築するため、「とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム」

地域連携推進会議の開催（公立鳥取環境大学）、地域志向科目等活動フィールド等との協議、健康づ

くりリーダー育成（鳥取看護大学）、栄養士への就業意欲に繋がるフィールド研究、調剤薬局と連携

した栄養関連ニーズ調査、県内プロサッカチームの食育支援（鳥取短期大学）、地域や企業等との共

同研究のマッチング活動（米子工業高等専門学校）等を実施した。 

・キャリア教育等のカリキュラム改革（公立鳥取環境大学）、全学体制の実習先訪問や教育会議（鳥

取看護大学）、全学科共通特別科目「インターンシップＢ」（鳥取短期大学）、米子高専振興協力会企

業ガイドブックの配布（米子工業高等専門学校）等キャリア教育と地域インターンシップの充実にむ

けた取り組みを開始した。 

・地域の企業・ステークホルダーとの人的交流基盤の構築（公立鳥取環境大学）、臨地実習先医療機

関との情報交換（鳥取看護大学）、OB/OG の就職後の追跡調査と就業先の評価・ニーズ調査の実施、企

業の採用動向等の聴取（鳥取短期大学）、教員等による企業訪問（米子工業高等専門学校）等雇用開

拓を実施した。 

・その他、「プロジェクト研究」における地域連携活動、中高生の学習支援活動（公立鳥取環境大学）、

「まちの保健室」（鳥取看護大学）、倉吉市の地方創生総合戦略についての意見交換、倉吉市中心市街

地活性化協議会メンバーと学生の意見交換（鳥取短期大学）、「米子高専振興協力会」への入会を勧誘

による入学者・就職先の確保（米子工業高等専門学校）等各大学独自の地域活動を実施した。 
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（COC+大学名：島根大学、事業名：地域未来創造人材の育成を加速するオールしまね協働事業） 

進捗状況の概要 

■実施体制の構築

島根大学では 10 月に地域協創推進本部を立ち上げ、島根大学内のガバナンス体制を確立した上で

本事業を開始した。また、事業全体を管理・運営・調整する地域未来戦略センターを設置した。加え

て地域の人材確保事情や学生のキャリア教育、新しいビジネスモデルなどに精通した人材を COC+推進

コーディネーター、島根県東部・西部地区のキャリアプランナーに任命した。これにより地域ニーズ

の一元的把握及び事業協働機関と連携したキャリア教育、ニーズと人材のマッチングなど地元就職へ

のきめ細かい支援が可能となり、当初計画の通り本事業実施体制を構築した。 

■ひとづくり

島根大学では、平成 29 年度の地域志向型キャリア教育特別プログラムの開設に向けて、プログラ

ムのコア科目となる「地域未来論」を新たに開発した。これにより、地域での生活や仕事に対する価

値の重要性について学生が学ぶことができるようになった。加えて、１月より、学内のキャリアセン

ターと協働し、本教育プログラムの全体設計に関する協議を開始、学内状況の情報収集とプログラム

案の作成を行い、学生に対して教育効果の高い教育プログラムの基盤を設計した。 

 １月より、学内の教育開発センターと協働し、平成 30 年度の地域志向型初年次教育科目の全学必

修化へ向けたステップとして、既存授業科目：スタートアップセミナーA・B（教養育成科目）の再開

発を行い、当初計画を一年前倒しして平成 28 年度にこれを試行することとし、全学必修化に向けて

着実な実施体制を整えることができた。

 島根県立大学・同短期大学部では、地元企業の就職ガイダンスを強化し、地域インターンシップ及

び地域研究の実現のための基礎を構築するための準備をした。これにより、地域で働くことややりが

いについての生の声を聞くことができ、学生の地域企業への興味関心を喚起することができた。 

 松江工業高等専門学校では、地域志向科目「地域産業とエンジニア」、「ふるさと教育」の開講に向

け、後期授業科目「地域社会と産業」において講演を実施し、2 年生・3 年生のホームルームの時間

には「ふるさと教育」に関する講演（2 月 15 日、17 日）を行い、学生の地域志向を高めることがで

きた。また、各学科において、地域志向や地域課題解決能力を高めるために PBL手法を用いた創造演

習の授業を行ったことで、平成 28年度の本格実施に向けた準備が整った。 

 以上、各校において人材育成のための教育カリキュラムを実施するための環境が整えられ、一部当

初計画を上回る成果をあげることができた。

■しごとづくり

12月に「しまね大交流会〜未来を担う若人と地域の人・シーズ・ニースが出会う大交流会〜」とし

て異業種大交流会を実施し、地元企業 68、自治体 31、NPOその他団体 36、各大学・高専 96 の計 231

団体が 238ブースを出展、1000名以上が来場した。本事業に参加する 4高等教育機関が中心となって、

産業界のみならず行政、NPO、地域コミュティ組織といった幅広いステークホルダーが互いのニーズ・

シーズを交換、交流し、共同研究や雇用創出、学生のインターンシップ先の確保等につなげることが

できた。 

■コミュニティづくり

本事業による地方創生を推進するオールしまねの協働体制の構築へ向け、2 月には協働教育パート

ナーシップ基本設計のためのワークショップを実施し、地元企業から 12 名と大学関係者 6 名が参加

してインターンシップの教育的位置づけの重要性について共有した。また、しまねクリエイティブラ

ボネットワークの試行として、3 月にセミナー「クリエイティブコミュニティをめざして」を開催し

た。WEB 上で地域に関する情報を集積する地域情報アーカイブ『Ago-Lab』は、仕様作成の上 10 月に

発注し、3月下旬にシステムが納品された。これにより、平成 28年度での公開・運用開始が可能とな

った。 
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（COC+大学名：山口大学、事業名：やまぐち未来創生人材育成・定着促進事業 ） 

進捗状況の概要 

 平成 27 年度は、「やまぐち未来創生リーダー（YFL）育成プログラム」（以下「YFL 育成プログラム」とい
う）の構築や地元への就職支援の推進に向けた準備期間と位置付け、事業実施体制の整備、YFL 育成プロ
グラムの試行、SD・FD や事業成果報告等について、以下の事業等を実施した。 
○事業運営に係る会議の開催及び実施体制の整備
・最高意思決定機関として「やまぐち地域創生ネットワーク会議」を、教育プログラムの開発など事業の
実施に係る実質的な検討を行う場として「YFL育成プログラム開発等委員会」を設置。さらに、山口大学
の学内に各部局代表者により構成する「COC+事業推進委員会」を設置し、学内体制を整備。また、山口
県を含む県内全自治体と高等教育機関において、『「やまぐち未来創生人材育成・定着促進事業」の実施
に関する協定書』協定書を締結。

・平成 27年 11 月に、キックオフ会議の名目で「やまぐち地域創生ネットワーク会議」を開催。
・申請大学に COC+事業本部を設け、企業対応・学生支援等の役割に応じ、統括コーディネーター、学生キ
ャリア教育コーディネーター、地域産学連携コーディネーターを配置。さらに、COC 大学である山口県立
大学、徳山大学にはサブコーディネーターを配置し、事業協働機関間の連携を強化。

○YFL 育成プログラムの構築準備
・「YFL育成プログラム開発等委員会」を３回開催。カリキュラムの構成、読替科目の確認、評価の可視化
の在り方、ルーブリックの作成等について検討を実施。参加高等教育機関間の共通理解を図るとともに、
単位互換のための協定書を締結。 

・同委員会等を通じ、E ラーニングコンテンツの作成を含む平成 28年度の同プログラムの実施方法などを
確認。これを踏まえ、数種類の E ラーニングコンテンツ作成機器を比較・検討し、据え置き型（教室に
固定で設置）を 2台、可搬型のものを 4台購入し、平成 28 年度の YFL育成プログラム本格実施に向けて、
E ラーニングコンテンツを蓄積するための環境を整備。

・平成 28年 2月に、「YFL育成プログラム」の 200番台科目（合同合宿型授業）の試行版として、「ミニ移
動大学 in周防大島」を実施。地域貢献への意識を持った学生を育てることを目的とし、学生と地域住民
がフィールドワークや相互交流を通して、地域課題の解決に取組む授業を展開。地元住民からの協力を
得たほか、事業協働機関である周防大島町とも連携体制を構築。

○就職支援
・平成 28年 1 月に、県内の企業や自治体などで働く若手の社会人と学生が、山口県で「働く・暮らす」を
テーマに語り合うことを目的とした対話の場として、フューチャーセッション「未来カフェ」を実施。

・平成 28年 3月に、県内企業の知名度を上げ、それぞれの会社の魅力をより確実に学生へ届けることがで
きるような採用活動のレベルアップと採用力の向上を図ることを目的として、事業協働機関の企業等の
新卒採用担当者を対象に、「採用力向上セミナー」を実施。

・地元企業、自治体などの求人ニーズやインターンシップ受入れ時の希望と学生の能力や希望する就職先
などのマッチングを行い、学生と企業等間のミスマッチを防ぐためのシステムである「やまぐち就職支
援マッチングシステム」について、基本設計の検討などを行い、当該システムの構築に着手。
具体的には、山口大学が学生の能力の可視化を目的に独自に開発した評価システム（YU CoB CuS）の
考え方を参照しつつ、システムに必要となるデータ項目の抽出や評価方法の在り方、企業が求める能力
の検討等を行い、基本的なシステムの設計を実施。

・今後の就職支援に向けて、山口県インターンシップ推進協議会、山口労働局等との協議を実施。
・就職未定者への支援に向けて、事業協働機関、山口大学内のヒアリングを実施。
○その他事業推進に向けた取組み
・COC+コーディネーターを中心に、事業終了後の定着も見据え，事業協働機関（民間企業）を当初の 18
社から 100 社程度に拡充することを目標とし、県内企業を直接訪問。事業の趣旨説明を行いつつ、さら
に連携体制を強化していくことについて、協力を依頼。優秀な人材を継続的に地域に供給できるよう、
それぞれの企業と活発な意見交換を実施。

・平成 28年 2月に、地方創生を支える人材をどのように育成し、大学として地域へ貢献していくためにど
のような行動ができるかについて、外部講師による基調講演やパネルディスカッションなどをプログラ
ム内容として盛り込んだ「FD・SDセミナー2016」を開催。

・平成 28年 3月に、平成 27 年度の事業実績報告として、「ミニ移動大学」等の事業に参加した学生による
事業報告、事業協働機関（高等教育機関、自治体、民間企業）によるパネルディスカッションなどをプ
ログラム内容として盛り込んだ「やまぐち地域共創フォーラム」を実施。

・事業概要や事業協働機関からの情報提供、27年度の事業報告、学生や保護者へのメッセージ等を盛り込
んだホームページを開設するとともに、学生への教育プログラム履修のための広報用リーフレット等を
作成し、平成 28年度入学生への合格通知に同封するなど、広報活動を推進。

・COC+事業の実施状況や実施内容の妥当性などについて、ヒアリング調査等による自己評価を行うための
内部評価、自己評価書に基づき COC+事業の成果等に対する評価を行うための外部評価に関して、それぞ
れの評価委員の候補者を選定。また、平成 27 年度事業報告書を作成した。
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（COC+大学名：徳島大学、事業名：とくしま元気印イノベーション人材育成プログラム） 

進捗状況の概要 

〇 事業推進のための体制整備 

 徳島大学内に、「徳島大学ＣＯＣプラス推進本部」、「徳島大学ＣＯＣプラス推進本部執行会議」、

「徳島大学ＣＯＣプラス推進機構」、「徳島大学ＣＯＣプラスプログラム教員会議」及び「徳島大学

ＣＯＣプラスＦＤ委員会」を設置し、学長のリーダーシップの下、担当理事や教育プログラムの担

当教員、担当事務が本事業を全学的・組織的に推進するための体制を構築した。 

 一方、事業協働機関内には、「とくしま元気印イノベーション人材育成協議会」、「とくしま元気

印イノベーション人材育成プログラム教育プログラム開発委員会」、「同分野別分科会」及び「とく

しま元気印イノベーション人材育成プログラム教育プログラム参加校協働事業実施委員会」を設置

し、高等教育機関、地方自治体、企業及び関連団体等が一体となって事業を推進するための体制を

構築するとともに、高等教育機関と地方自治体による協定を締結し、雇用創出・若者定着について

の連携･協力を行うこととした。 

〇 ＣＯＣ＋推進コーディネーター等の雇用 

  徳島大学において、1月 1日付けで事務補佐員 1名、2月 1日付けでＣＯＣ＋推進コーディネー

ター1名及び事務補佐員 2名を雇用した。また、4月 1日付けでＣＯＣ＋推進コーディネーター1

名を雇用することを決定した。3月 1日付けでＣＯＣ＋推進コーディネーターをもう 1名雇用する

予定であったが、自己都合で辞退したため、現在、代替者の採用について選考を進めている。 

  また、四国大学において、協働事業の創業支援事業を推進する創業支援クリエーター2名と事務

補佐員 1名を雇用した。 

〇 「とくしま元気印イノベーション人材育成協議会」の開催 

  2月に、本事業に参画する全ての機関の代表者を構成員とする「とくしま元気印イノベーション

人材育成協議会」を開催し、事業推進のための体制整備を行い、本事業に関する情報共有と意思統

一を図るとともに、平成 27年度の事業について確認を行った。 

〇 「キックオフシンポジウム」の開催 

 3月に、本事業の「キックオフシンポジウム」を開催した。文部科学省高等教育局の山口良文大

学改革官をお迎えし、徳島県知事等事業参画機関の関係者、県内の企業関係者や大学生・高校生、

一般参加者及び県外の大学関係者等 200名を超える参加者が集まり、事業内容の紹介、企業のメリ

ットを考えたインターンシップについての講演及び若者の地域定着と徳島県の活性化をテーマと

したパネルディスカッションを行った。 

〇 教育プログラムの開発・改善 

  徳島大学において、各分野の代表者と各学部の教務委員長が構成員となる「ＣＯＣプラス推進機

構会議」を開催し、平成 28年度入学生が初年度に履修する授業科目を定めた。 

さらに、新たなインターンシップ教育の開発に向けて、企業や学生に対する聞き取りによる現状

やニーズに関する調査に着手するとともに、創業支援に関する現状調査を行い、今後の実施に向け

た計画を策定した。 

〇 e-learning設備の導入 

  平成 28 年度に開始する、地域の様々な分野で活躍する各参加校の OB、OG、企業等の方々を講師

に迎えて地域社会の将来ビジョンを語ってもらう協働授業を実施するための e-learning 設備を導

入した。 
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（COC+大学名：香川大学 、事業名：うどん県で働こうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～能動学修による地域の魅力発見） 

進捗状況の概要 

 平成 27 年度においては、実施体制の準備、平成 28年度開講科目の準備ならびに本事業の取り組み

に関連した情報発信を行った。 

 実施体制としては、主たる自治体である香川県と、COC+代表校である本学とプロジェクト参加校で

ある四国学院大学、香川県保健医療大学、香川高専との連携合意を締結した。それに基づき、「うど

ん県で働こうプロジェクト」推進協議会を設置、具体的なカリキュラム開発などを担当する「うどん

県で働こうプロジェクト」教育プログラム部会を立ち上げ、それぞれ委員会において意見交換を行っ

た。一方で、本プロジェクトにおいて中心的な役割を担うコーディネーターについては、平成 28 年

度 4月の着任の予定とした人選を行った。 

 香川大学内の実施体制として、事務機能を地域連携戦略グループとして独立させ連携推進体制の強

化を図るとともに、事務作業の効率化および責任の明確化を行った。また、教員組織としては、地域

連携戦略会議を全学横断的に活用し、学内における情報集約、情報発信および意識の共有化を図った。 

平成 28 年度開講科目としては、香川大学内科目としては、全新入生を対象としている大学入門ゼ

ミにおいて、グループワークを導入し、能動学修による授業時間外学修時間の拡大を図ることとし、

シラバスを含めた開講準備を行った。それに合わせ、大学入門ゼミ担当教員を対象とした FDにより、

COC+事業の趣旨ならびに能動学修についての周知、意見交換を行った。また、大学入門ゼミ担当者向

けマニュアル「大学入門ゼミハンドブック」において、能動学修についての記述を増強、平成 28年 4

月の開講に向けた準備を行った。また、全学向けに、各部局等での開講中の能動学修の状況について

の調査を行った。 

 平成 28 年度開講の大学連携科目に関連しては、本学の有する遠隔講義システムに関連して、機能

の増強を行い、実施に向けた準備を行ったが、具体的な科目について検討を行った。 

 本事業に関連した情報発信としては、平成 27 年 2 月 4 日に、COC+キックオフシンポジウムを開催

し、県内外から約 150 名の参加者を集めた。
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（COC+大学名：愛媛大学、事業名：地域の未来創生に向けた“愛”ある愛媛の魅力発見プロジェクト）  

進捗状況の概要 

①参加大学学長が出席し、採択に関する記者説明会を行った（H27.10.8）。実務者会議を 2 回開催し

（H27.10.23 および H27.11.16）、事業の運営・実施体制と協定書・覚書について協議した。また、愛

媛大学地域共創コンソーシアム会議と同 COC+協議会を開催し（H27.2.8）、「関連規定」、「連携協定書」、

「愛媛県内就職・定住の促進プログラムに関する協定書」、「愛媛県内就職・定住の促進プログラムに

おける学生の単位互換に関する覚書」を制定した。教育開発プログラム委員会（H28.1.7と 3.23開催）

では教育プログラム、eラーニングコンテンツ、学生・教職員の能力開発などに関する事業を協議し、

参加大学に専門部会の設置（もしくは既存の委員会等で対応）を確認した。内部評価委員会（H28.3.1）

及び外部評価委員会（H28.3.22）を開催した。 

②パンフレットとクリアファイルを作成した（いずれも 3,000 部）。キックオフシンポジウム（⑥参

照）をまとめ、また関連諸資料を掲載した報告書を刊行した（全 46 ページ、1,000 部）。パンフレッ

ト、クリアファイル、報告書につき、地方公共団体、経済団体、起業、金融機関、公的団体・NPO な

ど事業協働機関に配付した。外部委託で HPを作成した。 

③「大学コンソーシアムえひめ」の共同授業「生を支える————愛媛で暮らす私たちの生命を守り生活

を支えるしくみ————」を開講した（全 15回、H27.8.31〜9.3）。 

④共同インターンシップを「大学コンソーシアムえひめ」インターンシップとして実施した。

⑤参加大学が学生を対象とした就職支援各種セミナー等を開催した。

⑥キックオフシンポジウムを開催した（H28.2.8、全日空ホテル、参加者 188名）。

⑦「COC/COC+全国シンポジウム 2015」「“大学改革と機能別分化”————地域における大学の存在意義の

高まりと将来のあり方————」に出席した（高知、H28.2.27・28）。 

⑧COC+推進コーディネーターを任命し、活動環境を整備した（H27.12.1付）。

⑨社会連携推進機構に特定職員を 1 名採用し（H27.12.1 付）、教育学生支援機構就職支援課に 1 名を

採用した（H28.4.1付）。 

⑩ｅラーニングコンテンツ作成のため特定研究員と技術補佐員を任用した（いずれも H27.12.1付）。

⑪「COC+に係る愛媛県内就職・定住の促進プログラムに関する協定書」、「COC+に係る愛媛県内就職・

定住の促進プログラムにおける学生の単位互換に関する覚書」を制定し、各大学に専門部会を設置（も

しくは既存の委員会で対応）することを確定した。 

⑫平成 28年度に開講する「愛媛学」（1 年時生対象、第 1 クオーターから第 4 クオーターに学部毎に

実施）最終回で使用する「キャリア形成ハンドブック」を編集した。 

⑬愛媛大学が拠点大学になっている教職員の能力開発（ＳＤ／ＦＤ）プログラムのうち「社会連携系

職員養成プログラム（レベルⅠ）」を SPOD フォーラム期間中（H27.8.26〜28）に実施した（8.26）。

また、広報セミナー（愛媛大学、H28.2.5）とキックオフシンポジウムを開催した（⑥）。 

⑭学生及び企業アンケートを実施した。

⑮平成 28年度の愛媛大学学長戦略経費に「地域志向キャリア形成センター」（仮称）設置による就職

支援強化プロジェクト」を申請し採択され、平成 28年度中に設置予定で準備を開始した。 

⑯地域企業の新分野展開を支援するため、西条サテライトあり方検討ワーキングを設置し、報告書を

取りまとめた。 

⑰各大学で活用する教育カリキュラム等に関し、各大学に専門部会を設置（もしくは既存の委員会で

対応）した。 

⑱「地方における女性のワークライフバランス」および「共働き家庭への訪問インターンシップ」に

関し、県内企業と子育て世帯におけるアンケート調査を実施した。また、地域コーディネーター養成

講座（基礎編、全３回）を開催し、COC＋専属の事務補佐員を事務補佐員の任用を開始した(H27.12.7

付)。 
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（COC+大学名：高知大学、事業名：まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム） 

進捗状況の概要 

（全体） 

 本補助事業全体では、準正課を中心として学生の地域学習機会の充実を図り、地域に対する理解と

愛情を有する自律的で協働能力を持った人材「地方創生推進士」を育成 することで、地域課題解決に

資する学生教育を推進するとともに、地域企業の雇用創出に寄与するため、大学の知を生かした人材

育成プログラムを複数企画、実施することで、地域産業の振興、ひいては大学による地域貢献を果た

すことを目指す。 

これら事業内容の充実により、学卒者の地元定着率向上や雇用創出を推進し、高知大学が「国立大

学改革プラン」に示されている「地域活性化の中核的拠点」へと変革するとともに、地域の全ての高

等教育機関が連携して実施することで、人口減少の歯止めの一助となり、地方創生への貢献を果たす。 

（平成 27年度事業） 

平成 27年度は、上記の「地方創生推進士」を育成するための、新たな教育プログラムを構築する。

これまでは個別で地域関連科目や準正課活動が進められていたが、それらを各 phaseに分類し、教育

プログラム化することで、本プログラムを受講する学生にとってのキャリアアップへの認識を高め

る。 

そのために、各 phase への分類及び新たな準正課の構築を行い、学生のプログラム受講への環境を

整えることを平成 27 年度の目標 とした。 

一方、地域企業の雇用の創出に資するための各人材育成プログラム及び産学官連携事業の公募につ

いても、実施に向けて整備を進め、次年度以降の実施体制等を整えることを目標とした。 

（実績） 

高知型ソーシャルイノベーションを創出するために、連携協定書に基づき本事業を円滑に運営する

ための 「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」を設置 した。また、教育プログラムを専門的

に検討するための「教育プログラム開発委員会」を設置 して本事業に取り組んだ。 

具体的には、学生に優れた社会教育機会を提供すべく教育プログラムを開発した。 

1st phase ～ 5th phaseに区分した地方創生推進士育成科目（正課科目及び準正課）を提供し、1st 

phase から 4th phase の phase 毎に定めた一定の条件を満たした学生を「地方創生推進士」として認

証する制度を構築 した。また、県内企業の雇用創出力と採用意欲を高めるプログラムとして、食品産

業人材育成事業（土佐 FBC）など複数企画立案し、県全体の産業振興にも貢献する取り組みを開始し

た。 

（成果） 

本事業を遂行するための、組織整備及び連携体制の構築を行ったことにより、事業協働機関と一丸

となって進める環境が整備できた。さらに、参加大学及び高知県とで県内就職率向上及び雇用創出の

ための協定を締結 したことに加え、高知県の進める第３期産業振興計画に COC+事業が盛り込まれる

こととなった（平成 28年度開始）。 
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（COC+大学名：北九州市立大学、事業名：「北九州・下関まなびとぴあ」を核とした地方創生モデルの構築） 

進捗状況の概要 

地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積、とりわけ若者の地方への定着及び地域産業の活性

化を実現するためには、地域社会を構成するあらゆるステークホルダーが施策を総動員し対処してい

くことが求められる。なかでも地域における地方創生総合戦略である自治体版「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を推進する地方自治体の果たす役割は非常に大きなウェイトを占めている。そのよう

ななか、本学は、北九州市が設置した公立大学であるという強みを最大限に発揮し、自治体や産業界

との強力な連携体制のもと、北九州・下関地域の産学官の核として、本事業を通じ、本地域における

地方創生推進モデルの構築を目指した取り組みを推進するものである。 

以上のような視点のもと、本地域の学生をはじめとした若者の地元定着、地元就職等を促進するた

め、平成 27 年度における補助事業開始当初の取組として、今後 5 年間の事業展開を踏まえ、地域の

産学官が連携した事業推進組織である「北九州・下関まなびとぴあ」を設置した。平成 27年 12月に

は、本事業に参画する 19 の事業協働機関間で「北九州市及び下関市における若者定着促進に関する

協定」を締結し、以降、地域の学生と地元企業との相互理解や対話の促進を企図した各種の交流プロ

グラム等を推進した。これと並行して本学では、本補助事業採択前の段階から北九州市の「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」のうち本事業に関連する項目についての策定作業等に関与したことをはじ

め、地域科目や事業コンセプト等について学内での検討を重ねた。事業採択後の平成 27年 11月には、

本学の付属施設である都市政策研究所を発展改組し、新たに地域戦略研究所を設置し、年度末までに、

本事業に係る各プロジェクトの事業調整や地元企業等のニース調査、COC+事業コーディネーターの選

定作業などを進めた。 

COC+大学である本学では、地域志向科目の全学的な展開のため、平成 28 年度以降に入学する学生

を対象に、地域や地域産業への理解と関心を深めることを目的に、選択必修の「地域科目」を基盤教

育科目の中に導入することとした。また、参画大学の学生も受講可能な地域志向科目を「大学コンソ

ーシアム関門」を活用し開設するための準備を地場金融機関等と調整しながら進めたほか、高齢者 QOL

ビジネスモデルの創出のための大学連携科目の導入準備も行った。なお、これら地域科目については、

自治体や企業等の関係者からも講師派遣を受け実施することとし、講師派遣団体等との調整を進め

た。 

また、全ての参加校が近接した位置に立地するという状況を生かし、各参加校からのアクセスが優

れ、事業協働地域の拠点でもある小倉都心部（小倉駅ビル内）に事業展開スペース「まなびと JOBス

テーション」を開設し、地域の学生が地域企業の魅力を体感できるプログラムである「就活ワークカ

フェ」を実施したほか、地元企業と学生との交流会、合同企業ガイダンスなどを推進するなど、学生

と企業とが face-to-face で交流できる機会の創出を図り、学生の地元企業への理解を深めるととも

に地域に対する関心を醸成した。 

その他、事業パンフレットの作成やウェブサイトの構築などを行ったほか、公開講座やキックオ

フ・フォーラムなどの開催を通じ、本事業の PR や市民参画を進め、本事業に対する地域社会の理解

と協力を促進していった。 

以上、平成 27 年度は、事業申請時の計画調書に従い、事業推進体制の構築、地域を志向する教育

プログラムの導入準備、事業展開スペースの整備、地域の学生と地元企業との交流プログラムの実施

など、今後の事業展開を見通した基盤づくりを進め、事業が年間を通し本格化する平成 28 年度以降

の各プロジェクトの推進に繋がる取組を重点化し実施した。 
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（COC+大学名：佐賀大学 、事業名：さが地方創生人材育成・活用プロジェクト ） 

進捗状況の概要 

・コーディネーターの活用を含む佐賀大学及び事業協働機関の推進体制を構築し、地域を志向するキ

ャリア教育のプログラム開発と実践及び雇用の拡大・創出のための戦略的研究・社会貢献の推進のた

めの具体的事業の企画を推進した。COC＋大学としての体制は、学長をトップとする「佐賀大学地域

創生推進本部」及び COC 事業と COC＋事業を総合的に推進するための「佐賀大学地域創生推進センタ

ー」を開設し、センターには COC 事業推進部門と COC＋事業推進部門を設置し、それぞれ事業実施責

任者を部門長とし、全学的な取り組みとして推進する体制を整えた。事業協働機関としては、産学官

金労言の代表者からなる「さが地方創生人材育成・活用推進協議会」を設置し、佐賀県全域を事業協

働地域とするため、佐賀県及び県内の全ての地方公共団体（１０市１０町）との間で事業を協働で進

めるための協定書を締結し、申請時の１６の大学・団体・企業・ＮＰＯに加え、あらたに１１機関を

追加し、ＣＯＣ＋参加校にＣＯＣ既採択枠で永原学園西九州大学を追加した。これらは、平成 28年 2

月に開催した「さが地方創生人材育成・活用推進協議会：設立総会」において承認の手続きを行った。

これにより、本事業の全県的な取り組みのための体制が整備された。また、本事業への全学的な取り

組みと連携の強化のためのシンポジウムを実施し、事業協働機関を構成する地方公共団体・経済団

体・企業・ＮＰＯ等の関係機関の連携による地方創生を担う人材の育成に向けた教育・研究・社会貢

献を推進した。 

・佐賀大学においては、地域を志向する教育科目の全学必修化を進めるために教養科目のインターフ

ェース科目（選択必修・４科目８単位）に地域志向要素を組み込むカリキュラム改革の準備を整えた。

また、ＩＴ企業との協働による農業の高度化・ベンチャー育成のための新規授業科目：インターフェ

ース科目「2年間でできる『がばいベンチャー』の作り方」、産学官連携型の「佐賀版キャリア・デザ

イン」及び「チャレンジ・インターンシップ」を基本教養科目（総合科目）として平成 28 年度から

開講する準備を整えることができた。学部専門科目においては、有田キャンパスの設置による地域芸

術デザイン型のフィールドワーク（芸術地域デザイン学部）、県内企業経営者による講義「現代の経

営」（経済学部）等の平成 28年度開講科目の準備が整えられた。 

・教育学部における子ども発達支援士養成プログラム、医学部における障がい者就労支援士養成プロ

グラムの平成 30 年度からの特別の教育プログラム（副専攻）の設置に向けた準備を本格化させるこ

とができた。 

・地元就職率の向上にむけて、本学及びＣＯＣ+参加校において、県内の企業等でのインターンシッ

プの強化、及び地域志向型アクティブ・ラーニングを重視する地域を志向するキャリア教育のプログ

ラム構築に関する共通理解が醸成され、産業界のニーズに対応したインターンシップの推進のための

体制が整備された。 

・理工学部・農学部の平成 30 年度の学部改組に向けて、インターンシップを含む実践型教育カリキ

ュラムからなる地方創生を担う人材育成を基本理念とするカリキュラム改革を進める準備をはじめ

ることができた。また、理工系人材の育成と地元就職とのマッチングを図る産学官連携の準備を進め

IT農業、機能性食品開発、セラミック産業振興等の研究・社会貢献プロジェクトの企画と実施のため

の準備を進めることができた。 

・雇用の拡大・創出に向けて、県内企業等の情報収集及び産学官連携による産業振興を協働して実施

するための準備を整えた。 

・ＣＯＣ+参加校の佐賀女子短期大学・九州龍谷短期大学においては、アクティブ・ラーニング教育

のカリキュラム編成、自治体との包括協定締結による産学官連携の強化のための準備、及びコーディ

ネーターの配置による就職支援のための準備を整えることができた。また、大学間連携共同教育推進

事業で実施している「子ども発達支援士養成プログラム」と COC＋事業との具体的な連携に関する準

備を整えることができた。 
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（COC+大学名：長崎大学、事業名：若者が輝く、若者で輝く長崎創生～地方創生人材学士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ～） 

進捗状況の概要 

（1）総論 

 平成 27年 12月に事業全体を統括・推進する組織として学長直下に「地方創生推進本部」を設置す 

るとともに同本部に「キャリア支援センター」を設置した。また、平成 28年度から実施する地方創 

生学士プログラムの初年次科目として「長崎地域学」及び「キャリア入門」の開講準備を行い、平成 

28 年度入学者の受講に備えた。 

（2）実施計画の進捗状況 

①12 月に地方創生推進本部を設置し、事業全体を統括・推進する体制を整えた。

２月に COC+事業推進協議会を開催し、事業内容の確認と今後の事業計画及び事業推進体制について協

議した。この中で、地域の課題解決に向けて調査・研究する分野別地域課題解決プロジェクトチーム

を必要に応じて発足させることとした。また、３月に長崎総合科学大学から正式に協力大学となるこ

との同意を得た。なお、外部評価委員会の組織編成については今後も検討を続けることとする。 

②12 月、２月に事務連絡会を開催し、12 月は事業計画、共同事業契約書、補助金の執行・申請の

確認を行うとともに各大学及び自治体の現状報告を行い、２月には COC+事業推進協議会及び協定締結

式の進行内容等の確認と各大学・自治体の現状報告を行った。さらに、３月には遠隔講義システムの

通信方法やシステム内容の確認を行った。また、山口大学、広島市立大学、熊本大学を訪問し、先進

事例の紹介や取組状況についての意見交換を行った。 

③２月に「キャリア支援センター」を設置し、教員の選考を行うとともに事務職員を２月に、キャ

リアアドバイザーを３月に雇用した。なお、事務職員及びキャリアアドバイザーの公募等に時間を要

したため、代替措置として 12 月からパート職員を 2 名採用するとともに派遣のキャリアアドバイザ

ーにより模擬面接等の就職支援を行い、事業を進めた。 

④11月から３月にかけて、時間割を含むカリキュラム改正を検討し、学則、教養教育履修規程等の

規定改正を行うとともに「長崎地域学」及び「キャリア入門」の授業内容、授業担当者を決定し、平

成 28 年度からの新入生が受講できる準備を整えた。また、担当教員による授業のための教材準備も

進めた。 

⑤11 月に遠隔講義システムの仕様策定委員会を設置し、仕様策定後、公告・入札を経て業者選定を

行い、２月に長崎大学に同システムを配備した。 

⑥12 月に COC+推進コーディネーターの選考を開始し、１名を併任配置するとともに県北地区コー

ディネーターの選考を進め、４月から２名体制とすることとした。 

⑦１月に県内企業２社のトップによる講演会を開催、３月に「県内企業トップセミナー」と題して

２回目の講演会を開催した。 

⑧1 月に簡易版のチラシを作成し事業協働機関、COC 又は COC+採択大学に配付・広報するとともに

２月開催のキックオフミーティング参加者に配付・広報した。３月に事業概要を記載した詳細版のリ

ーフレットを作成し、COC 又は COC+採択大学、事業協働機関のほか県内自治体等に配付・広報した。 

⑨２月に教員、学生、地方自治体や企業の職員及び一般の方々を対象としたキックオフセミナーを

開催し、本事業の取組や県の地方創生へ向けた取組などを紹介し、本事業の理解を深めた。 

⑩３月にホームページを開設し、広く本事業の取組を公開した。

⑪２月に長崎大学に遠隔講義システムを配備し、長崎県立大学佐世保校及びシーボルト校と多元中

継を試行し、問題点の確認を行い、通信方法などの改善策を協議した。また、県内企業トップセミナ

ーを長崎県立大学にも配信し、県北地区と県南地区の二元中継によるセミナーを開催した。 

⑫参加大学においては、所属学生の地元定着を目指す独自の取組を行った。
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（COC+大学名：熊本大学、事業名：“オール熊本”で取り組む熊本産業創生と雇用創出のための教育プログラム） 

COC+に参加する関
係機関の団結式

COC+に参加する関係
機関が参加したキッ
クオフシンポジウム

進捗状況の概要 

COC＋推進のための組織体制 

＜運営体制＞ 

 平成 27年度は、産業振興と地方創生教育プログラムについて協議を可能

とするため、上図の COC＋推進のための組織体制の準備と構築を行った。

本事業の周知及び広報物の作成、COC+に参加する関係機関の団結式（キック

オフシンポジウム）を開催するなど、熊本県における本事業への認知度向上

や COC＋大学及び事業協働機関の連携を図った。熊本地方 COC+推進協議会を

開催し、事業計画の実施・運用に向けた協議を実施するとともに、教育プログラム開発部会を設置し、

COC+参加校と地方創生教育プログラムのスキームの共有と実施へ向けた準備状況等に関する情報交

換・意見交換を行い、地方創生教育プログラムの地方創生科目群等の整備・検討状況・単位互換制度

構築へ向けた準備など体制の整備を進めた。さらに、企画委員会を設置し、各部会の連携組織体制を

確認するとともに COC+事業全体の連携や推進に取り組んだ。 

＜その他本年度の取組・進捗状況＞ 

・くまもと地方産業創生センターに COC+推進室を設置し、事業拠点の整備を行った。

・本事業の周知のため、熊本大学の授業や、自治体・経済団体に向け事業協働地域の複数箇所におい

ても、事業協働機関で連携して COC+事業の取組み説明を行った。

・地方創生公開講座を試行した。（地方創生公開講座 Inspireセミナー）

・事業協働地域の学生・教員・一般（産業界関係者等）を対象とした「地方創生カフェ」を、くまも

と地方産業創生センターに設置した。

・農林水産業の活性化を図るため、熊本県立大学に地域活力創生センターの設置準備を進め、平成 28

年 4月に設置することとした。

・熊本県内の各地域や企業等を訪問し、現地の実態やニーズを把握すると共に、共同研究や商品開発

をはじめとした産学官連携に関する情報収集や意見交換を行った。

・首都圏大学に進学した熊本県出身学生に対するＵターン就職支援について、講演会や新聞掲載記事

等で周知するとともに、県内企業等を訪問し、Ｕターンの採用に関するニーズを調査した。

・専用ホームページの開設準備を進め公開するほか、COC+事業のリーフレット等を作成し、次年度の

配布に向けた準備を整え、工学部には先行して、一部配布を行った。

・教育プログラム構築及び産学連携推進のため、COC+推進コーディネーターを各 1名雇用し（1月）、

学内措置で特定事業教員（産学連携推進）1名を配置した（10月）。
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（COC+大学名：大分大学、事業名：地域と企業の心に響く若者育成プログラムと大分豊じょう化プラン） 

進捗状況の概要 

大分大学 COC+事業は①事業協働地域全体計画の協議と企画を行う各種組織の構築、②「大分豊じょ

う化教育プログラム」の開発と推進を目的とした教育プログラム開発関連事業、③就業拡大を目的と

した県内就職率向上関連事業、④産業振興・雇用創出関連事業としての合同研究成果発表会等の 4つ

の事業で推進することとしている。平成 27年度の取組の進捗状況は以下のとおりである。 

１.事業実施体制整備事業

①COC+事業申請のために、「大学等による『おおいた創生』推進協議会」、「事業実行委員会」を５月

19 日に設置して本事業の申請の準備をおこない、採択後は、大分大学 COC+推進機構を設置し、本

事業の５つの柱に基づいた事業準備及び各種事業をおこなう体制を整備し、事業啓発を目的とした

「キックオフシンポジウム」を開催して約 250名が参加した。

②COC+大学では、教育カリキュラムの開発や県内就職率の向上等に関する協議をおこなう「教育プロ

グラム開発委員会」「雇用創出・県内就職率向上委員会」を設置して次年度以降の取組の方向性を

策定できた。また、事業評価をおこなう「内部事業評価委員会」を設置して事業評価をおこなった。 

③COC+事業協働機関では、「教育プログラム開発部会」、「県内就職率向上部会」、「産業振興雇用創出

部会」を設置して、次年度以降の取組の協議をおこなった。

２．教育プログラム開発事業 

①COC+大学において教養教育科目を中心に、学生の職業意識や職業に関する企画力、大分地域に関す

る意識等の向上に関する企業等と連携した教養教育科目の３科目の検証授業と２科目の新規事業

の試行をおこなった。このことをとおして、「大分を創る人材を育成する科目」の方向性を検討し

て、平成 28 年度入学生以降を対象にする「大分を創る科目」を 88 科目（平成 28 年度開講科目）

設定し、１科目２単位の履修を必須として教養教育履修ガイドブックを作成した。さらに、企業の

意見（大分県中小企業家同友会等）を取り入れるとともに、教員による先進大学調査も踏まえなが

ら、学生が学ぶ規準の基本的な事項を設定し、平成 28 年度の「大分を創る科目」の設定に反映し

た。また、高度化教養科目の開発や「匠」認証システムに関する原案を作成した。

②COC+連携校（参加校及び協力校）の８大学等の全てにおいても、「大分を創る人材を育成する科目」

に関するフォーマット作成と科目の設定、及び 46科目の単位互換科目の選定をおこなうとともに、

授業収録の方法等を協議し、平成 28 年度からの単位互換科目の収録体制ができた。

   また、参加校の教職員合同で教育力の向上と教育理念の共有化を図るための FDワークショップ、

就業力向上に関係する既存科目のアクティブラーニングの導入に関する FD プログラムの開発や、

教育方法改善を目的にした合同 FD研修会を開催した。 

３．県内就職率向上事業 

①県内就職率向上（43％→53％）を目指し、事業協働機関との連携のもと、平成 28 年度から実施す

る「県内企業魅力発見セミナー」「インターンシップフェア」「県内企業シゴト発見フェスタ」の実

施方法について協議し、平成 28 年度以降の取組の概要を決定した。

４．産業振興・雇用創出事業 

①これまで県内企業に各研究機関の研究成果を活用してもらうことを目的に、大分高等教育協議会（地域連

携研究コンソーシアム大分）と大分県産業科学技術センターが共催して合同研究成果発表会を開催して

いたが、大学等による「おおいた創生」推進協議会が主催に加わり、「環境・エネルギー関連 他」分野の

発表テーマで同発表会を開催した。また、産学官連携CDとURAが連携し、共同研究・受託研究の増加に

努めている。

＜外部評価委員会の開催＞ 

① 平成 27 年度の４事業の実績についての「平成 27 年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事

業報告書」及び「同別冊資料集」を基にして外部事業評価委員会において事業評価をおこなった。 

39



（COC+大学名：宮崎大学、事業名：大学間連携による地域ニーズを捉えたみやざき産業人材の育成 ）  

進捗状況の概要 

【概要】 

１．みやざき COC+推進体制の構築 

平成 27年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の採択を受けて、宮崎大学長

のリーダーシップの下、「みやざき COC+推進協議会」を頂点する「みやざき COC+事業推進体制」を確

立した。 

平成 27年 11月 1日付でみやざき COC+地元定着推進室長を任命し、専門職員（COC事業担当）を配

置した。その後、推進コーディネーター1名及びサブコーディネーター4名を新規採用し、地域ニー

ズを捉えた産業人材を養成するために必要な教育カリキュラムの作成、および学生と県内企業とのマ

ッチングと、地元就職を支援する体制が整った。 

２．みやざき産業人材の育成 

 平成 28年 1月 1日付でみやざき COC+技術補佐員を採用し、みやざき授業配信システムを開発する

ことにより、地域ニーズを捉えた産業人材を教育・育成する準備が整った。平成 28年 3月 22日開催

の「みやざき COC+キックオフシンポジウム」で同システムのデモンストレーションを行った。また、

平成 28年度開講科目「地域キャリアデザイン」「地域産業入門」の作成を開始した。 

平成 28年 3月 15日に第１回宮崎産業人材育成教育プラットフォーム委員会を開催し、7つの産業

ユニットを設置した。7つの産業ユニットの長を選定するとともに各産業ユニットの役割を確認する

ことにより、地域ニーズを捉えた産業人材を育成する準備が整った。さらに、地域ニーズを捉えた産

業人材を養成するために必要な教育カリキュラムについて検討を始めた。 

３．県内就職支援 

平成 28年度の新入生を対象に実施するキャリア意識追跡調査シートを作成した。また、地域資源

創成研究センターと共同で宮崎県内企業の雇用需要やインターンシップの受入れ状況のアンケート

調査を実施した。新入生に対して地元就職意識や COC+提供科目の受講意欲を調査することで、キャリ

ア意識を追跡調査して４年後の就職状況（地域定着率も含む）と修業過程での教育やキャリア支援と

の関連性を分析することの準備ができた。 

平成 27年 3月ホームページによる事業内容の情報発信を開始した。平成 28年 3月 22日にみやざ

き COC+キックオフシンポジウムを開催し、参加者 200名が集まった。このシンポジウムを通じて、県

民・企業関係者や学生が本事業に対して理解（必要性・重要性等）を深めるとともに、本事業の説明

責任を果たすことができた。 

４．産業振興・雇用創出 

平成 28年 2月 3日に延岡市で「ふるさと雇用推進会議」に参加した。平成 28年 3月 22日付で各

校が宮崎県と「宮崎県との地方創生に係る包括連携に関する協定書」を取り交わした。同協定を締結

することにより、地域経済団体や企業の雇用ニーズを的確に捉え、教育・研究効果を高めるとともに、

異分野連携による新規雇用創出や県内就職促進の対策を協働・推進する礎が整った。地域資源創成研

究センターと共同で宮崎県内企業の雇用ニーズやインターンシップの受入れ動向についてアンケー

ト調査を実施した。平成 28年 1月 13 日工学部同窓会と平成 28年 3月 9日県内就職イベントについ

て意見交換を行った。宮崎県内の雇用ニーズの概要が明らかになったので、次年度以降のヒアリング

が可能になった。以上のように、異分野連携・融合による地域産業振興に関する研究を推進して学生

の地域活動を活性化できる体制を築いた。 
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（COC+大学名：鹿児島大学、事業名：食と観光で世界を魅了する「かごしま」の地元定着促進プログラム ） 

進捗状況の概要 

食と観光で世界を魅了する「かごしま」の地元定着促進を図るために行った平成 27 年度の事業実

績は、以下のとおりである。  

１）地元産業界のニーズを踏まえた学卒者の地元就業率向上につながる教育改革の推進

  鹿児島大学では、地域志向人材の育成を目指す「かごしまキャリア教育プログラム」（COC+教育）

を平成 28 年度から実施するための取組として、①初年次開講の「地域就業キャリアデザイン」のシ

ラバス及び履修案内の作成、②既存科目の精査による「地域マインド科目群」と「地域就業力科目群」

のピックアップなど COC+教育を構成する科目群を整備した。また、③受講生確保に向けた学生用説明

パンフレットの作成を行うとともに、平成 28年 4月の説明会の開催計画等の検討を行った。さらに、

アクティブ・ラーニングを中心に据えた COC+教育を展開するための教室整備と講義収録システムの導

入等を図った。COC＋参加校では、平成 28年度に実施する地域志向教育プログラムの構築やキャリア

教育の改善充実に向けて検討した。 

２）参加大学の知と地域の特色を活かした新規雇用創出と既存雇用拡大

 鹿児島大学では、新規雇用創出と既存雇用拡大による学卒者の地元就職率の向上を図るための基礎

資料として、事業協働地域における産業界等の求人ニーズ調査と産業動向調査を行った。そこでは、

鹿児島県の重点戦略分野と連動した観光、食品、再生可能エネルギー、バイオ産業関連を中心に調査

した。これらの調査結果を基に、地域志向教育の充実、地元企業でのインターンシップの拡充、地元

就職支援の強化、その他学卒者の地元定着につながる取組の実施方針や実施計画を策定した。 

 COC+参加校においては、鹿児島国際大学が、南大隅町との連携協定を、西之表市及び鹿児島相互信

用金庫との地域活性化共同事業に関する覚書を締結した。また、鹿児島大学とともに、鹿児島商工会

議所との間で、地方創生等に関する包括連携協定の締結に向けた協議を行った。第一工業大学は、誘

致企業等との交流会を開催したほか、農業の 6次産業化を推進するために「JAあいら」との連携協定

を締結した。鹿児島工業高等専門学校では、日置市との連携協定を締結するとともに、地元会員企業

（KTC）との共同研究事例研究会等の開催を行った。このように、各 COC+参加校においても各大学の

知を活かした新規雇用創出と既存雇用拡大につながる取組の実施方針や実施計画を策定した。 

３）地元就業率向上と持続的定着につながる事業協働機関の連携強化

COC+事業を「オールかごしま」で持続的推進を図るために、COC＋推進コーディネーター（COC+ CD）

が中心になり、鹿児島大学に配置された教育プログラム担当教員、学生支援コーディネーター、専門

職員等（以上のスタッフは鹿児島大学固有の業務とともに事業協働機関全体の調整も担当する）と協

力して、事業協働機関の連携協働の基盤となる「かごしま学卒者地元定着促進協議会」及び「COC＋

教育プログラム開発委員会」の設置・開催を行った。加えて、事業協働機関の連携協働を深めるため

に、COC＋CD が主宰する COC+事業協働機関連絡会及び下部組織のワーキング・グループ（COC+参加大

学等担当者会議及び県・企業団体等担当者会議）を開催した。COC＋参加校の鹿児島国際大学では COC+

推進副コーディネーターと事務補助員、志學館大学ではキャリア・サポーター、第一工業大学では事

務補助員、鹿児島女子短期大学では COC+コーディネーターと事務補佐員を採用するなど、鹿屋体育大

学と鹿児島県立短期大学も含め、COC+事業推進のための組織整備等を行った。 

 学卒者の地元就職支援策として、鹿児島大学は、鹿児島商工会議所と共催で「ふるさと就職トーク

＆座談会」を開催（平成 27 年 12 月）し、鹿児島経済同友会とインターンシップに係る打合せを行っ

た。COC＋参加校においても、地域の商工団体等との連携による模擬面接、合同企業説明会及び企業

見学等を実施した。  

また、本事業のキックオフシンポジウムを開催（平成 28 年 3 月）し、事業協働機関の協働体制を

強化するための決意表明を行うとともに、広く地元企業、自治体、県民に対して本事業の広報を行っ

た。さらに、従来鹿児島商工会議所が主催してきた「合同就職面談会・就職講座」を、本事業が開始

されたことに伴い、平成 28年度は鹿児島大学において共催（平成 28年 6月）することとした。 
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（COC+大学名：琉球大学、事業名：新たな地域社会を創造する「未来叶い（ﾐﾗｲｶﾅｲ）」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ） 

進捗状況の概要 

【事業の実施，達成・進捗状況の評価体制】 

平成 28年 1月 27日の「キックオフシンポジウム」開催にあわせ，事業協働機関で構成する協議の

場である「地方創生雇用創出・若者定着プラットフォーム」を開催し，各プログラムの教育内容や募

集，実施に関する期首の検討を行った。 

本事業の達成・進捗状況の評価としては，2月 17日に「外部評価委員会」を開催し，評価を得てい

る。この外部評価委員会は大学 COC事業において設置された外部評価委員会を，COC+も含めて評価を

行う委員会として改組したものであり，あらたに雇用に関する専門家や沖縄県内の市町村を含めた関

係機関からの専門家を委員会のメンバーに加えた評価体制としている。 

【事業協働地域内外への情報提供の方法・体制】 

本事業の意義を発信するため，1月 27日に「キックオフシンポジウム」を開催し，県内外からの参

加を得た。 

本事業における実施プログラムに関しては，事業ホームページを開設し，プログラム内容，成績評

価法，目指すべき学生の人材像等の情報の提供を行っている。さらに，Facebookを活用してプログラ

ム情報や体験談等広く学生や一般にも周知を行っている。

また，事業パンフレットを作成し，本事業について学内及び，ステークホルダー等関係機関との情

報共有に活用している。さらに県内の地方新聞 2紙（沖縄タイムス，琉球新報）において事業広告を

掲載（平成 28年 3月 26日）し，一般への情報発信を行った。 

【事業協働地域における地域ニーズの把握】 

事業協働地域においては，離島や沖縄本島北部地域のように特に雇用環境の厳しい地域があり，地

域の実情に応じたきめ細やかな対応が必要となる。このため，本事業では当初計画で，石垣市，宮古

島市，久米島町，国頭村，大宜味村を重点的に取り組む地域として位置づけている。平成 27 年度に

おいては，これらの 5 地域において事業協働機関（公益財団法人みらいファンド沖縄 NPO 法人まち

なか研究所わくわく）と連携し「地域円卓会議」を開催し（2/4 大宜味村，2/24 国頭村，3/3 久米島

町，3/10石垣市，3/11宮古島市），地域ニーズの掘り起こしを行ったうえで雇用創出・若者の地域定

着に関する取り組みの方向性を明らかにし，個別の連携協定の締結につなげることとしている。 

 また，事業協働機関と連携し，「UIJ ターン調査」（株式会社ルーツ），「地域ニーズ調査」（一般社団

法人 Enactus JAPAN）を実施し，地域内での UIJ ターンの現状及び課題，地域産業創出ニーズを明ら

かにし，整理を行った。 

【事業協働地域における教育プログラムの実施】 

平成 27 年度後学期において地域志向科目として新たに「地域課題フィールドワーク演習」を開講

した。受講生は前日の地域円卓会議に合わせ，地域での現地調査を行った。演習にあたっては，事業

協働機関（有限会社オーシャン・トゥエンティワン）とも連携した事前・事後研修を実施し，学修の

効果最大化を図っている。 

3月 17日には「教育プログラム開発委員会」を開催し，プログラムに関する意見を集約している。 

地域志向型リーダーを育成するための教育プログラムとして，「現代沖縄の地域振興」の開講に向

けた準備，地域志向科目の全学必修化に向けた学内調整を行った。 

【実施体制の整備】 

本学では，遠隔教育プログラムの開発・実施に向け，サテライトシステムを活用したサテライトキ

ャンパスを設置し，公開講座や出前講座等を実施しているが，平成 27 年度には COC+参加校である名

桜大学，重点地域である国頭村及び大宜味村においてサテライトシステムの導入を行った。 

また，実施体制の整備として，COC+大学において特命准教授 1名と事務補佐員 2名を，COC+参加校

において COC+担当の准教授 1名と事務補佐員 1名を新たに雇用した。 
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